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はじめに

　「ウイルス対策ソフト，邪魔だから止めておいた」，「スマホのアップデートなんて，しなくて
いいよね」，「お金ないし，Windows XPのままにしとこう」などなど，世の中には，情報セキュ
リティ的に危険な考えをもつ人であふれています。しかし，インターネットが進歩して誰もが
接続できるようになった今，情報セキュリティの不備は大きな被害を及ぼすこともありますし，
人に迷惑をかけることもあります。
　情報セキュリティマネジメント試験は，情報処理技術者試験の中でも他の技術者向けの試
験とは異なり，ITを利用する人向けの試験区分です。企業や一般生活でITを使う上で必要な
情報セキュリティの知識を身に付け，まわりの人々を助ける立場，そんな人のための試験とな
ります。これからの時代に必要とされる人材ということで新設された試験ですので，合格を目
指して学習することで，今の世の中に必要な，大切なスキルを身に付けることができます。
　情報セキュリティマネジメント試験は午前試験と午後試験に分かれており，午前試験では情
報セキュリティを中心としたIT全般に関する知識，午後試験では実際に情報セキュリティに
関する事例を基に，問題を解決する技能が問われます。情報セキュリティマネジメント試験を
受験する場合には，これらの両方に対応することが大切です。
　本書は，情報セキュリティマネジメント試験の合格に必要な内容を1冊にまとめたものです。
1 〜 7章までは午前対策を中心とした知識を学習していきます。各単元ごとに午前演習問題も
用意しましたので，知識の定着の確認にお役立てください。第8章は午後問題対策として，午
後問題の演習で問題の解き方・考え方を学んでいきます。また，付録として，情報セキュリティ
マネジメント試験の全解答解説を用意いたしました。平成28年秋期の問題は巻末付録で，そ
れ以前（平成28年春期）の問題はPDF（左ページのダウンロードURL参照）で用意いたしまし
たので，問題演習にご活用ください。
　加えて，平成29年春期の試験後には，試験内容に関する解答・解説もPDFで提供する予定
です。さらに深く理解できるように動画による解説も用意していますので（P.17参照），あわせ
てご活用ください。
　学習するときには，ポイントを暗記するだけより，周辺知識も合わせて勉強する方が記憶に
残りやすく実力も付いていきます。すべてを暗記しようと頑張らなくてもいいので，気楽に読
み進めていきましょう。辞書として使っていただくのも歓迎です。本書をお供にしながら，情
報セキュリティマネジメント試験の合格に向かって進んでいってください。
　最後に，本書の発刊にあたり，企画・編集など本書の完成までに様々な分野で多大なるご
尽力をいただきましたインプレスの皆様，ソキウス・ジャパンの皆様に感謝いたします。また，
一緒に仕事をしてくださった皆様，「わく☆すたセミナー」や企業研修での受講生の皆様のお
かげで，本書を完成させることができました。皆様，本当に，ありがとうございました。

平成28年11月
わくわくスタディワールド　瀬戸 美月・齋藤 健一
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合格のポイント!

 情報セキュリティマネジメント試験とは
　情報セキュリティマネジメント試験は，情報セキュリティの基本的な知識やスキルを問
う試験です。
　会社などの組織の情報セキュリティを確保するために設立された試験ですが，情報セ
キュリティ専門の部署ではなく，情報セキュリティの利用部門において，情報セキュリティ
リーダとして活躍する人を対象としています。
　利用部門の情報セキュリティマネジメントを行い，その部門における情報セキュリティ
対策をリードしていく役割を担います。そのような人が，情報セキュリティやその周辺分
野に関する知識やスキルを身につけるための試験が，情報セキュリティマネジメント試験
なのです。

  情報セキュリティマネジメント試験と 
 情報処理安全確保支援士試験の違い

　平成29年度春期より開始される情報処理安全確保支援士試験は，情報セキュリティ専
門家の国家資格である情報処理安全確保支援士として登録するための試験です。情報セ
キュリティマネジメント試験とは役割が異なり，会社組織での位置付けは，次のようにな
ります。

最高経営責任者
Chief Executive Officer

CEO

…
製造部
部門長

情報セキュリティ
マネジメント（管理者）

構成メンバー

情報セキュリティ推進組織
CISO

構成メンバー
（各部門の代表等）

最高情報セキュリティ責任者
Chief Information Security Officer

情報処理安全確保支援士
（技術者）

情報システム部
部門長

情報セキュリティ
マネジメント（管理者）

構成メンバー

営業部
部門長

情報セキュリティ
マネジメント（管理者）

構成メンバー

会社・組織での情報セキュリティの推進体制
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　情報セキュリティは組織全体で確保していくもので，組織全体を管理するのが情報セ
キュリティ推進組織です。CISO（Chief Information Security Officer：最高情報セキュ
リティ責任者）が全社を統括し，各部門に情報セキュリティのルールを守らせます。この
ときに，CISOの右腕となり，情報セキュリティのスペシャリストとして全社を統括する
のが情報処理安全確保支援士となります。それに対し，利用部門の情報セキュリティリー
ダは，それぞれの部門内の情報セキュリティマネジメントを推進します。情報セキュリティ
マネジメント試験は，この情報セキュリティリーダのための試験です。

 情報セキュリティマネジメント試験の活用方法
　情報処理技術者試験での情報セキュリティマネジメント試験の位置づけは，入門資格
であるITパスポート試験の上位の試験であり，ITを利用する人が対象です。IPA（独立
行政法人情報処理推進機構）が発表する共通キャリア・スキルフレームワークではレベ
ル2に相当し，これは技術者向けの試験である基本情報技術者試験と同等のレベルです。
IT関連の技術者ではない利用者向けとしては，情報セキュリティマネジメント試験が一
番上位の試験となっています。一般的な事務などの業務を行う人がこの試験に合格する
ことによって，今の時代に役立つIT関連の知識をもっていることを証明できます。
　また，先ほどの情報処理安全確保支援士は，共通キャリア・スキルフレームワークで
はレベル4に相当しますので，情報セキュリティマネジメント試験とは役割とレベルが大
きく異なります。といっても同じ情報セキュリティに関する国家試験ですので，最終的に
情報処理安全確保支援士を目指すにあたってのステップアップとしても，情報セキュリ
ティマネジメント試験は活用できます。情報セキュリティのスペシャリストとしてステッ
プアップしていく場合は，次のように試験を活用していくのが一般的です。

ITパスポート

レベル1

情報セキュリティ
マネジメント

レベル2

応用情報技術者

レベル3

情報処理
安全確保支援士

レベル4

初心者から情報セキュリティのスペシャリストへのステップアップ手順
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 情報セキュリティマネジメント試験の形式と合格率
　情報セキュリティマネジメント試験は，春期と秋期の年2回実施されます。次のような
形式で，午前試験，午後試験に分けて実施されます。

試験時間 出題形式 出題数・解答数 合格ライン

午前 9:30〜11:00
（90分）

多岐選択式
（四肢択一）

出題数：50問
（全問解答）

60点／100点満点
（30問正解）

午後 12:30〜14:00
（90分） 多岐選択式 出題数：3問

（全問解答）
60点／100点満点
（各問34点満点）

※午後は1問当たり34点の配点ですが，得点の上限は100点です。

　以下に，過去2回の午前，午後での合格ラインを突破した割合（突破率）と，全体の合
格率を示します。合格の条件は，午前，午後ともに合格ラインを突破することです。

○午前・午後の突破率と合格率
突破率 平成28年春 平成28年秋
午前 94.3％ 78.9％
午後 90.8％ 80.9％
全体 88.0％ 80.4％

※情報処理技術者試験センター公表の統計情報を基に算出

　午前の試験では知識を問うことによって，午後の試験では技能を問うことによって評
価されます。基本的に難易度は，午前より午後の方が難しく，特に情報セキュリティマ
ネジメントは考え方の理解が合否の一番のポイントになります。ただし，午前では情報
セキュリティだけでなく情報技術全般に関する基本的な用語や内容が問われますので，
全体的にしっかり学習しておくことが大切です。
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 午前試験の傾向
　情報セキュリティマネジメント試験の午前試験では50問が出題され，全問必須です。
本書で学習するすべての分野から幅広く出題されます。

○午前の出題分野
分野 大分類 中分類 平成28年春 平成28年秋

テクノロジ系
技術要素

セキュリティ 29 30
ネットワーク 2 1
データベース 1 2

コンピュータシステム システム構成要素 1 1

マネジメント系
サービスマネジメント システム監査 4 4

プロジェクトマネジメント
サービスマネジメント 2 2
プロジェクトマネジメント 1 1

ストラテジ系
企業と法務

法務 6 6
企業活動 1 1

システム戦略
システム戦略 2 1
システム企画 1 1

　重点分野は専門分野であるセキュリティ以外に法務が指定されています。さらに，傾
向としてはシステム監査（情報セキュリティ監査を含む）の分野からの出題が多く，この3
分野だけで50問中40問が出題されています。本書でいうと，セキュリティは第1 〜第3章，
法務は第4章，システム監査は第5章の5-1に該当します。このように，本書では前半で
解説している分野について特によく出題されますので，まずは先頭から順番に学習して
いくことが効率的です。
　それに対し，テクノロジ系やストラテジ系などの他の分野は，ほぼ1問ずつの出題です。
特にテクノロジ系に関しては，利用者向けの試験ということもあり，技術的に難しい内容
は出題されません。全体的にざっくり学習して概要をつかむ程度で問題はないと考えら
れます。
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 午後試験の傾向
　情報セキュリティスペシャリスト試験の午後試験では3問が出題され，全問必須です。
会社などでの業務における事例を基に，情報セキュリティ対策を考えていきます。
　過去2回の出題テーマとその概要は以下のとおりです。

○午後の出題分野
年度期 問 出題テーマ 概要

平成28年春

1 標的型攻撃メールの
脅威と対策

販売代理店Y社での標的型攻撃メールによるマルウェア感染と，
それをきっかけにした情報セキュリティ意識向上

2 業務委託による
アクセス制御

通信販売業者A社がB社に業務委託する際のアクセス制御とそ
の内容変更

3 情報セキュリティ
自己点検

投資コンサルティング会社R社海外営業部の情報セキュリティ
監査をCSA（統制自己評価）により実施

平成28年秋

1 オンラインストレージ
サービスの利用

電気機器メーカJ社でのオンラインストレージサービス利用時の
情報公開事故について，原因調査と対策の検討

2 情報機器の紛失 生命保険会社Z社でのノートPC入りかばんの置き忘れ事故に
ついてのインシデント対応

3 業務用PCでの
Webサイト閲覧

健康食品製造会社P社での不審なアクセスについてのインシデ
ント対応と全社的な改善

　午後では，午前の知識を基に，実際に情報セキュリティマネジメントを行うことができ
るかどうかの技能が問われます。そのため，組織の事例を基に，問題点や対処法などに
ついて出題されます。
　各問とも文章が長文であり，的確に読みこなす必要があるため，国語力も重要となっ
てきます。ただし，記述式ではなく多肢選択式なので，文章の記述は不要です。
　用語の意味などの知識はあまり問われず，情報セキュリティの考え方に基づき適切に
対処する方法が問われます。用語の暗記だけでは通用しないのが午後試験ですので，一
つ一つの用語について，実務での利用方法も合わせて丁寧に理解しておくことが合格の
ポイントになります。
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 合格のための勉強法
　試験合格のために勉強計画を立てる上で最も大切なのは，自分の現状を知ることです。
IT系の学習の場合，いわゆる机上の“お勉強”以外にも，日々の生活や仕事が学びにつな
がっていることはよくあります。そのため，自分がすでに知っていることの勉強は飛ばし
て，知らないことを中心に知識を身に付けることができれば，効率良く学習することが可
能です。
　情報セキュリティマネジメント試験の場合，大きく分けて次の三つの力が重要になっ
てきます。

1．情報技術全般（情報セキュリティ関連分野）の基礎的な知識
2．情報セキュリティに関する基礎的な知識
3．情報セキュリティマネジメントに関する技能（考え方の理解）

　まず，1についてですが，基本的に，情報セキュリティマネジメント試験の受験は ITパ
スポート試験合格レベルが前提なので，そこからのステップアップを考えます。ITパス
ポート試験での基礎の上に専門知識を積み重ねていきますので，ITパスポート試験の勉
強をされていない方は，まずはそこからスタートするのが効率的です。ITパスポート試
験はCBT（Computer Based Testing）方式で，他の情報処理技術者試験と異なり，いつ
でも受験可能ですので，情報セキュリティマネジメント試験の前に受験して，合格する
ことも可能です。
　2については，情報セキュリティに関する知識は，学習すれば確実に身に付きます。情
報セキュリティマネジメントシステムなどのマネジメント方法や，暗号化・認証方式，アク
セス制御などの技術的な内容を，参考書などでまんべんなく学習していくことが大切です。
　3については，技能は知識の学習だけでは対応できませんので，実務や午後問題の演
習などで体得していくことになります。考え方の理解がポイントで，机上の勉強以外にも，
様々な実務や経験が助けになります。

　情報セキュリティマネジメント試験の勉強法の王道は，参考書を1冊しっかりマスター
することです。知識を身に付けた後に，過去問題で問題演習を行うことで，今まで学習
したことを定着させることができます。　
　本書では，各章ごとに午前の演習問題を掲載し，巻末には平成28年秋期の過去問題と
その解答解説を掲載しています。さらに，平成28年春期の問題についても解答解説を用
意しています（PDFで提供）。また，平成29年度春期の試験後には，最新の解答解説を
掲載（PDFで提供）しますので，ご活用ください。
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 本書の使い方
　本書では，過去問題やシラバスの内容を分析し，試験に出てくる分野をまとめてあり
ます。ですから，本書を全部読んで頭に入れていただければ，試験に合格するための知
識は十分に身に付きます。そのときに，単元ごとにある演習問題を考えながら読み進ん
でいただくことで，知識が定着することの助けになります。
　また，文章を読むのが苦手な方，特に，参考書を読み続けるのがつらいという方は，
無理に最初から全部読む必要はありません。過去問題などで問題演習を行いながら，辞
書として必要なことを調べるといった用途に使っていただいてもOKです。用語を調べつ
つ周辺の知識も身に付ければ，効率良く勉強していただけると思います。
　さらに，試験直前に少しだけでも勉強しておきたい方は，重要用語を赤字で示してお
きましたので，それだけでも学習してみてください。ポイントを押さえて学習することで，
より速く，必要な知識を学習することができます。ただし，重要ポイントだけを覚えると
いう学習方法は忘れやすい面もありますので，できれば，それ以外の部分も含めて読み
ながら学習していただくのがおすすめです。
　また，第8章では，IPAが公表しているサンプル問題と過去問題を例に，午後問題の
解き方を解説しています。学習してきたことの力試しに，出題の傾向の確認に，ぜひお
役立てください。
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 本書のフォローアップ
　本書の訂正情報につきましては，インプレスのサイトをご参照ください。内容に関する
ご質問は，「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

●お問い合わせと訂正ページ
　http://book.impress.co.jp/books/1116101091
　上記のページで「お問い合わせフォーム」ボタンをクリックしますとフォーム画面に進みます。

　また，情報セキュリティは変化の激しい技術ですし，日々新しい情報が公開されてい
ます。そのため，新情報などのフォローアップを下記のサイトで行っていきます。情報セ
キュリティ技術やネットワーク技術などの動画解説も併せて掲載し，順次更新していき
ますので，ぜひご活用ください。

徹底攻略情報セキュリティマネジメント教科書　書籍関連情報
　http://www.wakuwakustudyworld.co.jp/blog/sginfo/

　それでは，試験合格に向けて，楽しく勉強を進めていきましょう。

http://book.impress.co.jp/books/1116101091
http://www.wakuwakustudyworld.co.jp/blog/sginfo/
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 本書の構成
本書は，解説を読みながら問題を解くことで，知識が定着するように構成されています。

また，側注には，理解を助けるヒントを豊富に盛り込んでいますので，ぜひ活用してくだ
さい。

 本書で使用している側注のマーク

学習を進めるうえでの準備や，勉強
方法などを紹介

上のレベルの学習につなげるために
知っておくと有意義な知識を解説

本文に登場した用語を詳しく解説

理解を助ける情報を紹介 本書の内容の補足として著者が公
開している動画学習サイトの案内

本書における関連項目や，参照URL
などを記載

勉強のコツ 用語

発展 参考
動画

関連

節末に設けられた
問題を解くことで，
知識が定着します。

シラバスの分析に基づき，出題が予想さ
れる分野を中心に構成されているので，
試験に必要な知識が確実に身に付きます。

アイコンで種別さ
れた側注で，知識
を補足します。

重要用語は色文字で表記
されているので，直前対策
にも役立ちます。

重要用語の次に覚えておき
たい用語や，理解を助ける
内容は太字で表記されてい
るので，学習に役立ちます。

項の最後で重要ポイン
トを押さえます。



第1章

情報セキュリティの
基礎知識

情報セキュリティマネジメントを学ぶ際の基本は，情報セキュリティ
全般の基礎知識についての学習です。
この章ではまず，情報セキュリティの考え方や概要を理解します。
その後，現在行われている典型的なサイバー攻撃の手法について学
びます。さらに，情報セキュリティに関する技術として，暗号化や認
証，公開鍵基盤（PKI）の基本的な内容を学習していきます。

1-1　情報セキュリティとは

⿇⿇ 1-1-1⿇ 情報セキュリティの目的と考え方
⿇⿇ 1-1-2⿇ 情報セキュリティの重要性
⿇⿇ 1-1-3⿇ 不正のメカニズム
⿇⿇ 1-1-4⿇ 演習問題

1-2　サイバー攻撃手法

⿇⿇ 1-2-1⿇ サイバー攻撃手法
⿇⿇ 1-2-2⿇ 演習問題

1-3　情報セキュリティに関する技術

⿇⿇ 1-3-1⿇ 暗号化技術
⿇⿇ 1-3-2⿇ 認証技術
⿇⿇ 1-3-3⿇ 公開鍵基盤
⿇⿇ 1-3-4⿇ 演習問題
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情報セキュリティとは1-1
　情報セキュリティマネジメントを学ぶ上では，情報セキュリティの基本を理解するこ
とが不可欠です。ここでは，情報セキュリティの基礎知識と，情報セキュリティマネジ
メントとの関連について学んでいきます。

1-1-1  情報セキュリティの目的と 
 考え方
　情報セキュリティというと，「暗号化する」「ファイアウォール
を設置する」など技術的な対策を思い浮かべがちですが，実は，
情報セキュリティには経営寄りの考え方が不可欠です。

 情報セキュリティとは
　セキュリティとは，家の施錠や防犯カメラの設置なども含めた，
安全を守る対策全般のことです。このうち情報セキュリティで取
り上げられるのは，コンピュータの中のデータや顧客情報や技
術情報など，情報に対するセキュリティです。“情報”は一般の
防犯とは別の守りにくさがあるため，特別に取り扱う必要がある
のです。
　情報セキュリティは技術だけで確保できるものではありませ
ん。組織全体のマネジメントも含めて全体的に対策を考える必
要があります。そのため，情報セキュリティ対策を行うときには，
これから学習する情報セキュリティマネジメントについて理解す
ることが不可欠となります。

 情報セキュリティのポイント
　セキュリティを考えるときのポイントは，モレなく，全員で，
当たり前のことを確実に行うことです。これが，情報セキュリティ
マネジメントの基本的な考え方となります。
　情報セキュリティは，ファイアウォールの導入や暗号化といっ
た技術的な対策だけでは確保できません。ファイアウォールで
社内のネットワークを守っても，その社内の人間が機密データを
窃取することは十分に考えられます。実際，情報セキュリティ犯

勉強のコツ

情報セキュリティマネジメ
ントでは，細かい知識より
も“考え方”を身に付けるこ
とが大切です。
実際の事例を知ること，午
後の問題演習を繰り返し行
うことなどを通して，考え
方をしっかり学んでいきま
しょう。
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1

1-1　情報セキュリティとは

罪の多くは，社員などの内部関係者が主導したり協力したりする
ことで成立しています。
　また，会社などの組織では，技術者だけでなく一般社員など
ITに詳しくない人も情報システムを利用します。暗号化するの
を忘れたり，パスワードを書いた紙を見られるなど，個人のミス
が情報漏えいにつながることもあります。そのため，組織の全員
で，守るべきルール（情報セキュリティポリシ）などを決めて，守
るための仕組みをつくることが重要です。

 情報セキュリティの目的と考え方
　情報セキュリティマネジメントに関する要求事項を定めたJIS 
Q 27001（ISO/IEC 27001）では，情報セキュリティを確保する
ためのシステムである情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS）について次のように説明しています。

「ISMSの採用は，組織の戦略的決定である。組織のISMSの確
立及び実施は，その組織のニーズ及び目的，セキュリティ要求
事項，組織が用いているプロセス，並びに組織の規模及び構造
によって影響を受ける。」

　つまり，『組織の戦略によって決定され，組織の状況によって
変わる』というのが情報セキュリティの考え方です。

誰か一人でもルールを守らな
い人がいたら，そこから情報
が漏れてしまいます

用語

情報セキュリティの言葉の
定義や基本的な考え方に
ついては，JIS（Japanese 
Industrial Standards：日本
工業規格）の様々な規格で
定められています。
情報セキュリティマネジ
メントに関しては，JIS Q 
27001やJIS Q 27002に定
義されており，これらの規
格が情報セキュリティマネ
ジメントの基準となります。
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 情報セキュリティの定義
　情報セキュリティについては，JIS Q 27000（ISO/IEC 27000）
に，情報の機密性，完全性及び可用性を維持することと定義さ
れています。この三つの要素の正確な定義は次のとおりです。

①機密性（Confidentiality）
　認可されていない個人，エンティティまたはプロセスに
対して，情報を使用させず，また，開示しない特性

②完全性（Integrity：インテグリティ）
　資産の正確さ及び完全さの特性

③可用性（Availability）
　認可されたエンティティが要求したときに，アクセス及
び使用が可能である特性発展

企業活動の目的は，事業を
継続して利益を出すことで
す。そのため，流出すると
損失を出すおそれがある
ものを保護し，利益を確保
して事業を継続させるため
に，情報セキュリティを確
保します。
そのときの視点として，情
報を隠す機密性だけでなく
完全性や可用性も見落とさ
ないようにしようというの
が，情報セキュリティの3
要素（CIA）の考え方です。

　機密性を維持するとは，許可した人以外には情報を見られな
いようにすることです。具体的には，暗号化や施錠などで情報
を見られないように隠すことなどが機密性の対策です。
　完全性を維持するとは，情報を書き換えられないようにする
ことです。具体的には，Webページが改ざんされないように，サー
バへのアクセスを制限するなどが完全性の対策です。
　可用性を維持するとは，情報をいつでも見られるようにするこ
とです。具体的には，サーバが故障してデータが見られなくなる
ことがないようにサーバを二重化するなどが可用性の対策です。

　さらに，次の四つの特性も情報セキュリティの要素に含めるこ
とがあります。

④真正性（Authenticity）
　主体または資源が，主張どおりであることを確実にする特性

⑤責任追跡性（ Accountability ）
　あるエンティティの動作が，一意に追跡できる特性

関連

囲み内は，JIS規格に記載さ
れている厳密な定義です。
少し言い回しが難しいです
が，原文はこのように掲載
されています。

参考
機密性，完全性，可用性は，
この三つの頭文字をとって
CIAとも呼ばれます。単に
情報を見られないこと（機
密性）を考えるだけでなく，
他の二つのポイントも考慮
してバランスよく守ること
が大切です。

用語

ここでのエンティティとは，
独立体，認証される1単位
を指します。具体的には，
認証される単位であるユー
ザや機器，グループなどの
ことです。

用語

機密性，可用性はほぼ日本
語で表現されますが，完全
性だけはインテグリティと
英語で出てくることも多い
ので，押さえておきましょう。
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⑥否認防止（ Non-Repudiation ）
　ある活動または事象が起きたことを，後になって否認されない
ように証明する能力

⑦信頼性（Reliability）
　意図した動作及び結果に一致する特性

 情報セキュリティマネジメントシステム
　情報セキュリティに取り組む上で大切なことは，情報を守るた
めの対策をシステム化して継続的に改善していくことです。「が
んばって守ろう！」というかけ声だけではどうがんばればいいの
か分かりませんし，はじめから完璧に守れるわけではないので，
徐々に改善していく必要があります。
　組織の情報セキュリティの確保に体系的に取り組むことを情
報セキュリティマネジメントといい，そのための仕組みを，ISMS 

（Information Security Management System：情報セキュリティ
マネジメントシステム）といいます。ISMSでは，情報セキュリティ
基本方針を基に，次のようなPDCAサイクルを繰り返します。

Plan 情報セキュリティ対策の
具体的計画を策定する

実施した結果の監視・監査
及び見直しを行う

経営陣による改善・
処置を行う

Check

Act Do 計画に基づいて，
対策の導入・運用を行う

ISMSのPDCAサイクル

　ISMSの構築方法や要求事項などはJIS Q 27001（ISO/IEC 
27001）に示されており，これを基準にそれぞれの組織でISMS
を構築していきます。
　また，どのようにISMSを実践するかという実践規範はJIS Q 
27002（ISO/IEC 27002）に示されています。

関連

ISMSの詳細な内容につい
ては，「2-1-3　情報セキュ
リティマネジメントシステ
ム」で詳しく学習していき
ます。

□ 情報セキュリティとは，機密性，完全性，可用性を守ること

□ 各組織で，情報セキュリティマネジメントシステムを構築し，PDCAサイクルを回す
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1-1-2  情報セキュリティの重要性
　情報セキュリティマネジメントによって守るものは，情報資
産です。情報資産ごとに，その脅威と脆弱性を洗い出し，どの
ように守るのかを決めていきます。

 情報資産
　企業の業務に必要な価値のあるものを資産といいますが，資
産には，商品や不動産など形のあるものだけでなく，顧客情報
や技術情報，人の知識や記憶などの情報資産も含まれます。

顧客情報
人事情報

人の知識

仕事とは

コンピュータ

特許情報
技術情報

記憶媒体

情報資産の例

　企業や自治体などの組織は，様々な情報資産を保持していま
す。どのような情報資産があるのかを洗い出して把握し，それ
ぞれの資産に合わせた対策を考えることが大切です。

 脅威
　脅威とは，システムや組織に損害を与える可能性があるイン
シデントの潜在的な原因です。インシデントとは，望まれていな
いセキュリティの現象（事象）で，組織の事業を危うくするおそ
れがあるものです。
　脅威は，人為的（意図的，偶発的）なものと環境的なものに分
類されます。具体的には，次のようなものがあります。

発展

情報セキュリティで守るも
のは情報資産であり，その
守り方は資産の金銭的価値
などで決まります。
具体的には，すべての情報
資産を最高レベルのセキュ
リティで守るのではなく，
情報資産それぞれの価値
に応じた最適な守り方をす
ることになります。すべて
の資産を守るのは難しいの
で，優先度を考えることも
大切なセキュリティマネジ
メントです。

関連

情報資産の洗出しについて
は，「2-2-1　情報資産の調
査・分類」で詳しく解説し
ます。
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・人為的（意図的）な脅威
　盗聴，改ざん，不正アクセス，盗難，なりすまし，サービス不
能，ウイルス感染など
・人為的（偶発的）な脅威
　ケアレスミス，プログラムのバグ，誤ったファイルの削除など
・環境的な脅威
　地震，洪水，落雷，火災，台風など

 脆弱性
　脆弱性とは，脅威がつけ込むことができる，資産がもつ弱点
です。例えば，施錠していない部屋にコンピュータを保管してい
るという脆弱性があることによって，盗難などの脅威が起こる可
能性が生じます。

 リスク
　リスクとは，ある脅威が脆弱性を利用して損害を与える可能
性です。それぞれの情報資産について，その脅威を洗い出し，
脆弱性を考慮することによってリスクの大きさを推定します。こ
のことを，リスクアセスメントといいます。一般的に，情報セキュ
リティリスクの大きさは，次のような式で表されます。

　　情報セキュリティリスクの大きさ
　　　　＝情報資産の価値×脅威の大きさ×脆弱性の度合い

用語

具体的な脅威や脆弱性，リ
スクの洗い出しや，リスク
対応のために，リスクアセ
スメントを行います。
詳しくは，「2-2　リスクマ
ネジメント」で改めて取り
扱います。

□ 情報資産とは，企業の業務に必要な価値あるもの全般

□ ある脅威が脆弱性を利用して損害を与える可能性がリスク
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1-1-3  不正のメカニズム
　不正行為は，機会，動機，正当化の不正のトライアングルが揃っ
たときに発生します。また，情報セキュリティの攻撃者の種類
や動機には様々なものがあります。

 不正のメカニズム
　米国の犯罪学者であるD.R.クレッシーが提唱している不正の
トライアングル理論では，人が不正行為を実行するに至るまで
には，次の三つの不正リスク（不正リスクの3要素）が揃う必要
があると考えられています。

①機会
　不正行為の実行が可能，または容易となる環境のことです。
例えば，情報システム管理者にすべての権限が集中しており，
チェックが働かないなどの状況が挙げられます。

②動機
　不正行為を行うための事情のことです。例えば，借金がある，
給料が不当に低いなどの状況が挙げられます。

③正当化
　不正行為を行うための良心の呵責を乗り越える理由のことで
す。例えば，お金を盗むのではなく借りるだけ，と自分に言い訳
をすることなどが挙げられます。

動機 正当化

機会

不正行為

不正のトライアングル

発展

不正などの犯罪が起こらな
いようにするためには，以
前は犯罪原因論といって，
犯罪の原因をなくすことに
重点をおく考え方が主流で
した。現在では，犯罪機会
論といって，犯罪を起こし
にくくするように環境を整
備する方向でも，犯罪予防
が考えられています。
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　不正のトライアングルを考慮して犯罪を予防する考え方の一
つに，英国で提唱された状況的犯罪予防論があります。状況的
犯罪予防では，次の五つの観点から，犯罪予防の手法を整理し
ています。

1．物理的にやりにくい状況を作る
2．やると見つかる状況を作る
3．やっても割に合わない状況を作る
4．その気にさせない状況を作る
5．言い訳を許さない状況を作る

 攻撃者の種類
　情報セキュリティに関する攻撃者と一口にいっても，様々な種
類の人がいます。代表的な攻撃者の種類は，次のようなものです。

①スクリプトキディ
　インターネット上で公開されている簡単なクラッキングツール
を利用して不正アクセスを試みる攻撃者です。他人の台本どお
りにしか攻撃しない幼稚な攻撃者という意味合いが込められて
います。

②ボットハーダー
　ボットを統制してボットネットとして利用することでサイバー
攻撃などを実行する攻撃者のことです。

③内部関係者
　従業員や業務委託先の社員など，組織の内部情報にアクセス
できる権限を不正に利用して情報を持ち出したり改ざんしたりす
る攻撃者のことです。

④愉快犯
　人や社会を恐怖に陥れて，その様子を観察して喜ぶことを目
的にサイバー犯罪を行う攻撃者のことです。

用語

クラッキングとは，ネット
ワークの不正利用全般のこ
とで，システムの不正侵入
や破壊・改ざんなどの悪用
がそれに当たります。

用語

ボットとはロボットの略称
で，もともとは人間が行っ
ていた作業を代わりに実
行するプログラムを指しま
す。ボットネットとは，多
数のボットが連携して構成
されるネットワークです。
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⑤詐欺犯
　フィッシング詐欺や本物そっくりのWebサイトなどで個人情
報などを窃取するような詐欺を行う攻撃者のことです。

⑥故意犯
　罪を犯す意志をもって犯罪を行う攻撃者が故意犯です。逆に，
犯罪を行う意志がないのに注意義務を怠るなどの過失によって
罪を犯してしまう攻撃者のことを過失犯といいます。

 攻撃の動機
　情報セキュリティ攻撃の動機にも，様々なものが考えられます。
代表的な攻撃の動機には，次のようなものがあります。

①金銭奪取
　金銭的に不当な利益を得ることを目的に行われる攻撃です。
個人情報など金銭につながる情報を得ることも含まれます。

②ハクティビズム
　ハクティビズムはハッカーの思想のことで，政治的・社会的な
思想に基づき積極的にハッキングを行います。

③サイバーテロリズム
　ネットワークを対象に行われるテロリズムです。人に危害を与
える，社会機能に打撃を与える，といった深刻かつ悪質な攻撃
のことを指します。

用語

ハッカーとは，コンピュー
タや電子回路などについて
技術的に深い知識をもち，
その技術を用いて技術的な
課題を解決する人のことを
指します。その行為をハッ
キングといいます。不正
アクセスを行う場合には，
ハッカーではなくクラッ
カーと言い換えることも多
いです。

□ 不正は，機会・動機・正当化のトライアングルが揃うと起こる

□ 攻撃者には，スクリプトキディ，ボットハーダー，内部関係者など，様々なパターンがある
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1-1-4  演習問題

問1	 “完全性”を脅かす攻撃	 CHECK▶	□□□

　情報の“完全性”を脅かす攻撃はどれか。

ア　Webページの改ざん
イ　システム内に保管されているデータの不正コピー
ウ　システムを過負荷状態にするDoS攻撃
エ　通信内容の盗聴

問2	 スクリプトキディ	 CHECK▶	□□□

　スクリプトキディの典型的な行為に該当するものはどれか。

ア　PCの利用者がWebサイトにアクセスし，利用者IDとパスワードを入力すると
ころを後ろから盗み見して，メモをとる。

イ　技術不足なので新しい攻撃手法を考え出すことはできないが，公開された方法
に従って不正アクセスを行う。

ウ　顧客になりすまして電話でシステム管理者にパスワードの再発行を依頼し，新
しいパスワードを聞き出すための台本を作成する。

エ　スクリプト言語を利用してプログラムを作成し，広告や勧誘などの迷惑メール
を不特定多数に送信する。

問3	 不正のトライアングル	 CHECK▶	□□□

　“不正のトライアングル”理論において，全てそろったときに不正が発生すると考え
られている3要素はどれか。

ア　機会，動機，正当化 イ　機密性，完全性，可用性
ウ　顧客，競合，自社 エ　認証，認可，アカウンティング
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問1 	 （平成28年秋	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問21）

《解答》ア

　情報の“完全性”とは，資産の正確さ及び完全さを保護する特性です。Webページの改ざ
んは，Webページという資産の正確さを脅かす攻撃なので，アが正解です。
　イ，エは“機密性”，ウは“可用性”を脅かす攻撃となります。

問2 	 （平成28年秋	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問24）

《解答》イ

　スクリプトキディとは，インターネット上で公開されている簡単なクラッキングツールを
利用して不正アクセスを試みる攻撃者です。技術不足なので新しい攻撃手法を考え出すこ
とはできませんが，公開された方法を利用することはできるので，イが正解です。
　ア，ウはソーシャルエンジニアリングの行為です。エは故意犯の行為に該当します。

問3 	 （平成28年春	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問9）

《解答》ア

　“不正のトライアングル”理論では，不正行為は，機会，動機，正当化という3要素の不正
リスクがそろったときに起きると言われています。したがって，アが正解です。
イ　情報セキュリティの3要素です。
ウ　3C分析の三つの視点です。
エ　AAA（Authentication, Authorization, Accounting）と略される，三つの異なるセキュ

リティ機能の枠組みです。

 解答と解説
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サイバー攻撃手法1-2
　情報セキュリティ攻撃，いわゆるサイバー攻撃には様々な攻撃手法があります。代表
的な手法を知っておくことは，情報セキュリティ対策に不可欠です。

1-2-1  サイバー攻撃手法
　サイバー攻撃には様々なものがあり，日々進化しています。こ
こで，近年流行している代表的なサイバー攻撃を見ていきます。

 パスワードに関する攻撃
　パスワードを不正に取得してアクセスするための攻撃です。
パスワードクラックともいいます。代表的な攻撃手法には，次の
ようなものがあります。

①ブルートフォース攻撃（総当たり攻撃）
　適当な文字列を組み合わせて力任せにログインの試行を繰り
返す攻撃です。

②辞書攻撃
　辞書に出てくる用語を順に使用してログインを試みる攻撃です。

③スニッフィング
　盗聴することでパスワードを知る方法です。

④リプレイ攻撃
　パスワードなどの認証情報を送信しているパケットを取得し，
それを再度送信することでそのユーザになりすます攻撃です。
パスワードが暗号化されていても使用できます。

⑤パスワードリスト攻撃
　他のサイトで取得したパスワードのリストを利用して不正ログ
インを行う攻撃です。

関連

サイバー攻撃の手法はどん
どん進化しています。
最新の情報は，IPAセキュリ
ティセンターのWebサイト
http://www.ipa.go.jp/secu 
rity/
に掲載されていますので，
定期的に確認しておきま
しょう。

関連

パスワードリスト攻撃は，
例えば他のWebサイトで登
録していたIDとパスワード
で，Twitter や Google など
にログインしてみるという
攻撃です。パスワードをサ
イト間で同じものにしてい
ると狙われやすくなります。
対策としては，Webサイト
ごとに異なるパスワードに
しておく方法が有効です。

http://www.ipa.go.jp/security/
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⑥レインボー攻撃
　パスワードがハッシュ値で保管されている場合に，あらかじめ
パスワードとハッシュ値の組合せリスト（レインボーテーブル）を
用意しておき，そのリストと突き合わせてパスワードを推測し不
正ログインを行う攻撃です。

 マルウェアをインストールする攻撃
　マルウェアとは，悪意のあるソフトウェアの総称です。不正ソ
フトウェアとも呼ばれ，ウイルスはマルウェアに含まれます。マ
ルウェアがインストールされると，コンピュータに様々な影響を
与えます。
　主なマルウェアには，次のようなものがあります。

①rootkit
　セキュリティ攻撃を成功させた後に，その痕跡を消して見つ
かりにくくするためのツールです。

②バックドア
　正規の手続き（ログインなど）を行わずに利用できる通信経路
です。

③キーロガー
　キーボードの入力を監視し，それを記録するソフトウェアです。
使い方次第で利用者の入力情報を盗むことが可能です。

④ウイルス（コンピュータウイルス）
　自己伝染機能，潜伏機能，発病機能がある悪意のあるソフト
ウェアです。離れたところから遠隔操作を行うことができる遠隔
操作ウイルスや，コンピュータ内部のデータを外部に流す暴露
ウイルスなど，様々な形態のウイルスがあります。

⑤トロイの木馬
　悪意のないプログラムと見せかけて，不正な動きをするソフト
ウェアです。自己伝染機能はありません。

関連

レインボー攻撃に関係する
ハッシュ値については，「1-3　
情報セキュリティに関する
技術」で詳しく取り扱いま
す。詳しい内容はそちらを
参考にしてください。

発展

マルウェア以外で情報を暴
露させる手法に，利用者の
Webブラウザの設定を変
更して，Webページの閲覧
履歴やパスワードなどの機
密情報を盗み出すブラウザ
ハイジャックがあります。
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⑥ランサムウェア
　システムへのアクセスを制限し，その制限を解除するための
代金（身代金）を要求するソフトウェアです。

⑦アドウェア
　広告を目的とした無料のソフトウェアです。通常は無害ですが，
中にはユーザに気づかれないように情報を収集するような悪意
のあるマルウェアが存在します。

 DoS攻撃
　DoS攻撃（Denial of Service attack：サービス不能攻撃）は，
サーバなどのネットワーク機器に大量のパケットを送るなどして
サービスの提供を不能にする攻撃です。踏み台と呼ばれる複数
のコンピュータから一斉に攻撃を行うDDoS攻撃（Distributed 
DoS attack）もあります。

 バッファオーバフロー攻撃
　バッファオーバフロー（BOF）攻撃は，バッファ（プログラム
が一時的な情報を記憶しておくメモリ領域）の長さを超えるデー
タを送り込むことによって，バッファの後ろにある領域を破壊し
て動作不能にし，プログラムを上書きする攻撃です。
　対策としては，入力文字列長をチェックする方法が一般的で
す。また，C言語やC++言語など特定のプログラム言語でプロ
グラムを作成したときに起こる攻撃なので，そのような言語を使
わないという対策もあります。

 SQLインジェクション
　SQLインジェクションは，不正なSQLを投入することで，通常は
アクセスできないデータにアクセスしたり更新したりする攻撃です。

パスワード更新画面 実行するSQL文

→ この攻撃が成功すると，adminユーザのパスワードも更新される

UPDATEユーザ
SET pass=‘ test2 ’
WHERE user=‘ seto ’AND
pass=‘ test' OR user=‘admin ’

ユーザ名 seto

旧パスワード test'OR user=‘admin

新パスワード test2

SQLインジェクションの例

発展

DoS 攻撃には，その手法
に よ り，SYN Flood 攻 撃，
Smurf攻撃など様々な種類
があります。
対策を行う場合には，手法
に応じて，該当するパケッ
トを遮断するためにファイ
アウォールやIDSを利用す
るなど，いくつかの方法が
あります。

関連

SQLの詳細や具体的な使
用方法については，「6-2-3　
データ操作」で解説してい
ます。
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　SQLインジェクションでは，「'」（シングルクォーテーション）
などの制御文字をうまく組み入れることによって，意図しない操
作を実行できます。対策としては，制御文字を置き換えるエスケー
プ処理や，事前にあらかじめSQL文を組み立てておくバインド
機構などが有効です。

 クロスサイトスクリプティング攻撃
　クロスサイトスクリプティング（XSS：cross site scripting）攻
撃は，悪意のあるスクリプト（プログラム）を，標的となるサイト
に埋め込む攻撃です。悪意のある人が用意したサイトにアクセ
スした人のブラウザを経由して，XSSの脆弱性のあるサイトに対
してスクリプトが埋め込まれます。そのスクリプトをユーザが実
行することによって，Cookie（クッキー）情報などが漏えいする
などの被害が発生します。

悪意のあるサイト

ブラウザ

悪者 ⑥情報漏えいなど

①閲覧

②スクリプト
取得

③スクリプト
転送

④スクリプト
取得

標的のサイト

脆弱性

⑤スクリプト
実行

クロスサイトスクリプティング攻撃

　対処方法としては，スクリプトを実行できなくするために，制
御文字をエスケープ処理する方法などがあります。

 クロスサイトリクエストフォージェリ攻撃
　クロスサイトリクエストフォージェリ（CSRF：Cross Site Request 
Forgeries）攻撃は，Webサイトにログイン中のユーザのスクリ
プトを操ることで，Webサイトに被害を与える攻撃です。
　XSSとの違いは，XSSではクライアント上でスクリプトを実行
するのに対して，CSRFではサーバ上に不正な書き込みなどを
行って被害を起こします。

発展

SQLインジェクション対策
で利用するバインド機構と
は，あらかじめSQL 文を
ある程度まで用意しておい
て，そこに入力された文字
列を割り当てる方法です。
具体的には，
preparedStatement(“SELECT 
name FROM table WHERE 
code=?”)
といったかたちであらかじ
めSQL文を作成しておき，

「？」の部分に文字列を挿入
します。
この機能のことをプリペア
ドステートメント，「？」の
部分をプレースホルダとい
います。

用語

Cookie（HTTP Cookie）と
は，WebサーバとWebブ
ラウザとの間で情報をやり
取りする仕組みです。ユー
ザを識別するなどの目的で
使用します。

発展

クロスサイトスクリプティ
ングと同様に不正なスク
リプトを実行させる攻撃に
は，Webサーバからの応答

（レスポンス）を二つに分割
させることによって，Web
サーバのキャッシュを偽造
するHTTPレスポンス分割
攻撃や，Webブラウザのア
クティブでないタブのWeb
ページを偽のログインペー
ジに書き換えるタブナビン
グなどがあります。
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 ディレクトリトラバーサル
　ディレクトリトラバーサルは，Webサイトのパス名（Webサー
バ内のディレクトリやファイル名）に上位のディレクトリを示す
記号（../ や . .¥）を入れることで，公開が予定されていないファイ
ルを指定する攻撃です。サーバ内の機密ファイルの情報の漏え
いや，設定ファイルの改ざんなどに利用されるおそれがあります。
　対策としては，パス名などを直接指定させない，アクセス権を
必要最小限にするなどがあります。

 セッションハイジャック
　Webサーバに同じ人がアクセスしていることを確認するため
の情報として，セッションIDが利用されることがよくあります。
別のユーザのセッションIDを不正に利用することで，そのユー
ザになりすましてアクセスする手口を，セッションハイジャック
といいます。
　対策としては，セッションIDを推測されにくいものにする，
暗号化するなどの方法があります。

 OSコマンドインジェクション
　コンピュータの基本ソフトウェアであるOS（Operating 
System）に対して，攻撃者からOSコマンドを受け取って実行し
てしまう攻撃をOSコマンドインジェクションといいます。Web
サイトなどで，OSを実行する命令であるOSコマンドが実行でき
るような脆弱性がある場合に行われます。

 踏み台攻撃
　関係のない第三者に，サーバなどを中継に利用されることで
す。迷惑メールを送る中継地点などとしてメールサーバが利用さ
れるという攻撃です。外部ネットワークから別の外部ネットワー
クへの接続に利用されることを第三者中継といいます。第三者
中継によって攻撃の拠点にされることを，踏み台にされるともい
います。
　対策としては，第三者中継をサーバの設定で禁止する，メー
ルサーバで認証を行うなどの方法があります。

発展

セッションIDは，Webサー
バとクライアント（Webブ
ラウザ）との間で情報をや
り取りするときに使われる
Cookieの中に埋め込まれる
ことが多いです。
そのため，暗号化した経路

（SSLなど）を利用するとき
のみCookieを送るという設
定も，セッションハイジャッ
ク対策として有効です。



36 第1章　情報セキュリティの基礎知識

 IPスプーフィング
　サーバなどで利用するIPアドレスを偽装して，他のサーバな
どになりすますことです。DoS攻撃やDNSキャッシュポイズニ
ング攻撃などと合わせて，攻撃者の身元を隠すためによく利用さ
れます。

 DNSに関する攻撃
　DNS（Domain Name System）とは，URLなどにあるホスト
名やドメイン名とIPアドレスを変換する名前解決のプロトコル
です。DNSの名前解決の仕組みを悪用することで，様々な攻撃
が可能となります。代表的なDNSに関する攻撃は，次のとおり
です。

①DNSキャッシュポイズニング攻撃
　DNSサーバのキャッシュに不正な情報を注入することで，不
正なサイトへのアクセスを誘導する攻撃です。対策としては，
DNSサーバをキャッシュサーバとコンテンツサーバの2台のサー
バに分けて，キャッシュサーバでは外部からのアクセスを受け付
けないようにする方法が有効です。

②DNSリフレクタ（DNS Reflector）攻撃（DNS amp攻撃）
　DNSの応答を利用したDoS攻撃です。IPスプーフィングを組
み合わせて，DNSの応答が攻撃対象のサーバに集中するように
します。DNSアンプ（DNS amp）攻撃ともいいます。

 ソーシャルエンジニアリング
　人間の心理的，社会的な性質につけ込んで秘密情報を入手す
る手法のことです。コンピュータを操作している様子を後ろから
肩越しに見てパスワードなどの情報を盗み見るショルダハッキ
ングや，ゴミ箱をあさってパスワードの紙を見つけるスキャベン
ジングなどの手法があります。

関連

DNS や IP の 仕 組 み な ど，
ネットワーク関連の内容に
ついては，「6-1-3　通信プ
ロトコル」で解説していま
す。ネットワークが苦手な
方は，そちらでご確認くだ
さい。

発展

ソーシャルエンジニアリン
グと技術を合わせた攻撃手
法に，自動車などで移動し
ながら脆弱な無線LANア
クセスポイントを探し出し，
建物の外部から無線LAN
にアクセスするウォードラ
イビングなどがあります。
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 フィッシング
　信頼できる機関を装い，偽のWebサイトに誘導する攻撃です。
例えば，銀行を装って「本人情報の再確認が必要なので入力して
ください」などという偽装メールを送り，個人情報を入力させる
といった手口があります。

 ドライブバイダウンロード攻撃
　Webブラウザなどを通して，ユーザに気づかれないようにソ
フトウェアなどをダウンロードさせる行為がドライブバイダウン
ロードです。Webサイトを閲覧しただけでマルウェアに感染さ
せられてしまいます。
　ドライブバイダウンロード攻撃の事例としては，ガンブラーや
広告配信サイトの改ざんなどがあります。ガンブラーでは，攻撃
者がWebサイトを書き換えるための情報を盗み，正規のWebサ
イトを改ざんします。また，広告配信サイトの改ざんでは，広告
配信サイトを運営する企業のサーバに侵入することで，Webサ
イトの中の広告の部分を改ざんします。

 クリックジャッキング
　クリックジャッキングとは，Webサイトのリンクやボタンなど
の要素を隠蔽したり偽装したりしてクリックを誘い，利用者の意
図しない動作をさせる手法です。クリックジャッキングでは，次
のように二つの部品を重ねるイメージでWebサイトに細工をし
ます。

悪意あるペ
ージ

クリック
Webサイト

ボタン

ページを重ねることで，
後ろのリンクをクリックさせる。

クリックジャッキングのイメージ

発展

クリックジャッキング攻撃
でWebページを重ねるた
めに利用されている仕組み
は「フレーム」といいます。
クリックジャッキング対策
としては，このフレームの
仕組みを無効化すること
や，同じサイト内の情報の
みフレーム表示させるよう
に設定変更する方法が有効
です。このための仕組みに，
HTTP の X-FRAME-OPTION
ヘッダがあります。
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 サイドチャネル攻撃
　サイドチャネル攻撃は，暗号解読手法の一つで，暗号を処理
している装置の動作などを観察・測定することによって機密情
報を取得しようとする攻撃です。具体例としては，暗号の処理
時間を計測するタイミング攻撃や，処理の実行中に放射させる
電磁波を測定分析する電磁波解析攻撃などがあります。電磁波
解析攻撃の一種に，漏えい電磁波を解読するテンペスト攻撃が
あります。

 ゼロデイ攻撃
　ゼロデイ攻撃は，ソフトウェアにセキュリティホール（脆弱性）
が発見されたときに，それの対処法や修正プログラムが提供さ
れるまでの間にその脆弱性を攻撃することです。

 フットプリンティング
　攻撃の準備として，ネットワーク上に存在している情報を収集
することをフットプリンティングといいます。具体的には，サー
バで使用しているOSやバージョン，ネットワーク構成情報など
を取得し，攻撃者はこれらの情報を基にセキュリティ上の弱点を
探し出します。代表的な手法としては，サーバのTCPやUDPの
ポート番号に対して順番にアクセスを行い，その返答を確認す
ることでどのポートが有効であるかを確認するポートスキャンが
あります。
　フットプリンティングの対策としては，公開情報を必要最小限
にし，ログや不正侵入の検知ツールなどを利用して，攻撃者の
足跡を検出する仕組みを整えることが挙げられます。

 標的型攻撃
　特定の企業や組織を狙った攻撃です。標的とした企業の社員
に向けて，関係者を装ってウイルスメールを送付するなどして
ウイルスに感染させます。また，その感染させたPCからさらに
攻撃の手を広げて，最終的に企業の機密情報を盗み出します。
APT（Advanced Persistent Threat：先進的で執拗な脅威）と呼
ばれることもあります。
　標的型攻撃の典型的な手法は，まず標的型攻撃メールを送り，

関連

TCPやUDP，ポート番号な
ど，TCP/IP関連の内容に
ついては，「6-1-3　通信プ
ロトコル」で解説していま
す。ネットワークの基本に
ついてはそちらをご覧くだ
さい。
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そのメールにマルウェアを添付して実行させます。このときの
メールは通常の仕事関連のメールと同様の形式で送られてくる
ため，攻撃だと気づきにくいことが特徴です。

実はこれが不正なプログラムで，
クリックするとパソコン内で
稼働してしまう。

To：関係者各位

昨日の会議の議事録をまとめました。
ご覧ください。

　　議事録.doc

標的型攻撃メールの例

　次に，そのマルウェアがパソコン内で稼働し，C&Cサーバと
通信を行い，情報を外部に送ります。このときに，機密情報を
含めた様々な情報が外部に漏えいします。

不正プログラム 外部の悪意のあるサーバ

不正なプログラムが外部のC&Cサーバとやり取り

　マルウェアを添付した標的型攻撃メールはウイルス対策ソフト
で防げないことも多いため，攻撃を防ぐ入口対策だけでなく，感
染後に被害を広げないための出口対策をしっかり行うことが大
切です。
　出口対策とは，マルウェアに感染した後でその被害を外部に
広げないための対策です。具体的には，ファイアウォールを使っ
て内部から外部への通信を遮断する，プロキシサーバで外部の
C&Cサーバとの通信を遮断するなどの方法があります。

用語

C＆C（Command and Cont 
rol）サーバとは，不正プロ
グラムに対して指示を出
し，情報を受け取るための
サーバです。

関連

ファイアウォールやプロキ
シサーバなどの機器につい
ては，「3-2　技術的セキュ
リティ対策」で改めて取り
扱います。詳しい仕組みに
ついては，そちらをご覧く
ださい。

□ パスワードリスト攻撃は，他サイトのパスワードを利用

□ 標的型攻撃は，出口対策が大事
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1-2-2  演習問題

問1	 機密情報の不正入手	 CHECK▶	□□□

　緊急事態を装って組織内部の人間からパスワードや機密情報を入手する不正な行為
は，どれに分類されるか。

ア　ソーシャルエンジニアリング イ　トロイの木馬
ウ　踏み台攻撃  エ　ブルートフォース攻撃

問2	 ランサムウェア	 CHECK▶	□□□

　ランサムウェアに分類されるものはどれか。

ア　感染したPCが外部と通信できるようにプログラムを起動し，遠隔操作を可能
にするマルウェア

イ　感染したPCに保存されているパスワード情報を盗み出すマルウェア
ウ　感染したPCのキー操作を記録し，ネットバンキングの暗証番号を盗むマルウェア
エ　感染したPCのファイルを暗号化し，ファイルの復号と引換えに金銭を要求す

るマルウェア

問3	 クリックジャッキング攻撃	 CHECK▶	□□□

　クリックジャッキング攻撃に該当するものはどれか。

ア　Webアプリケーションの脆
ぜい

弱性を悪用し，Webサーバに不正なリクエストを
送ってWebサーバからのレスポンスを二つに分割させることによって，利用者
のWebブラウザのキャッシュを偽造する。

イ　WebサイトAのコンテンツ上に透明化した標的サイトBのコンテンツを配置し，
WebサイトA上の操作に見せかけて標的サイトB上で操作させる。

ウ　Webブラウザのタブ表示機能を利用し，Webブラウザの非活性なタブの中身を，
利用者が気付かないうちに偽ログインページに書き換えて，それを操作させる。

エ　利用者のWebブラウザの設定を変更することによって，利用者のWebページ
の閲覧履歴やパスワードなどの機密情報を盗み出す。
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問4	 ドライブバイダウンロード攻撃	 CHECK▶	□□□

　ドライブバイダウンロード攻撃の説明はどれか。

ア　PCにUSBメモリが接続されたとき，USBメモリに保存されているプログラム
を自動的に実行する機能を用いてウイルスを実行し，PCをウイルスに感染さ
せる。

イ　PCに格納されているファイルを勝手に暗号化して，戻すためのパスワードを教
えることと引換えに金銭を要求する。

ウ　Webサイトを閲覧したとき，利用者が気付かないうちに，利用者の意図にかか
わらず，利用者のPCに不正プログラムが転送される。

エ　不正にアクセスする目的で，建物の外部に漏れた無線LANの電波を傍受して，
セキュリティの設定が脆弱な無線LANのアクセスポイントを見つけ出す。

問5	 クロスサイトスクリプティング	 CHECK▶	□□□

　クロスサイトスクリプティングに該当するものはどれか。

ア　Webアプリケーションのデータ操作言語の呼出し方に不備がある場合に，攻撃者
が悪意をもって構成した文字列を入力することによって，データベースのデータ
の不正な取得，改ざん及び削除を可能とする。

イ　Webサイトに対して，他のサイトを介して大量のパケットを送り付け，そのネッ
トワークトラフィックを異常に高めてサービスを提供不能にする。

ウ　確保されているメモリ空間の下限又は上限を超えてデータの書込みと読出しを行
うことによって，プログラムを異常終了させたりデータエリアに挿入された不正
なコードを実行させたりする。

エ　攻撃者が罠
わな

を仕掛けたWebページを利用者が閲覧し，当該ページ内のリンクをク
リックしたときに，不正スクリプトを含む文字列が脆弱なWebサーバに送り込ま
れ，レスポンスに埋め込まれた不正スクリプトの実行によって，情報漏えいをも
たらす。
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問6	 バックドア	 CHECK▶	□□□

　バックドアに該当するものはどれか。

ア　攻撃を受けた結果，ロックアウトされた利用者アカウント
イ　システム内に攻撃者が秘密裏に作成した利用者アカウント
ウ　退職などの理由で，システム管理者が無効にした利用者アカウント
エ　パスワードの有効期限が切れた利用者アカウント

問7	 APT	 CHECK▶	□□□

　APTの説明はどれか。

ア　攻撃者はDoS攻撃及びDDoS攻撃を繰り返し組み合わせて，長期間にわたり特
定組織の業務を妨害する。

イ　攻撃者は興味本位で場当たり的に，公開されている攻撃ツールや脆弱性検査
ツールを悪用した攻撃を繰り返す。

ウ　攻撃者は特定の目的をもち，標的となる組織の防御策に応じて複数の手法を組
み合わせ，気付かれないよう執拗

よう

に攻撃を繰り返す。
エ　攻撃者は不特定多数への感染を目的として，複数の攻撃方法を組み合わせたマ

ルウェアを継続的にばらまく。

問8	 ポートスキャン	 CHECK▶	□□□

　攻撃者がシステムに侵入するときにポートスキャンを行う目的はどれか。

ア　事前調査の段階で，攻撃できそうなサービスがあるかどうかを調査する。
イ　権限取得の段階で，権限を奪取できそうなアカウントがあるかどうかを調査する。
ウ　不正実行の段階で，攻撃者にとって有益な利用者情報があるかどうかを調査する。
エ　後処理の段階で，システムログに攻撃の痕跡が残っていないかどうかを調査する。
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問9	 パスワードリスト攻撃	 CHECK▶	□□□

　パスワードリスト攻撃に該当するものはどれか。

ア　一般的な単語や人名からパスワードのリストを作成し，インターネットバンキ
ングへのログインを試行する。

イ　想定し得るパスワードとそのハッシュ値との対のリストを用いて，入手したハッ
シュ値からパスワードを効率的に解析する。

ウ　どこかのWebサイトから流出した利用者IDとパスワードのリストを用いて，他
のWebサイトに対してログインを試行する。

エ　ピクチャパスワードの入力を録画してリスト化しておき，それを利用すること
によってタブレット端末へのログインを試行する。

問10	 ボットネットにおけるC&Cサーバ	 CHECK▶	□□□

　ボットネットにおけるC＆Cサーバの役割はどれか。

ア　Webサイトのコンテンツをキャッシュし，本来のサーバに代わってコンテンツ
を利用者に配信することによって，ネットワークやサーバの負荷を軽減する。

イ　遠隔地からインターネットを経由して社内ネットワークにアクセスする際に，
CHAPなどのプロトコルを用いることによって，利用者認証時のパスワードの
盗聴を防止する。

ウ　遠隔地からインターネットを経由して社内ネットワークにアクセスする際に，
チャレンジレスポンス方式を採用したワンタイムパスワードを用いることに
よって，利用者認証時のパスワードの盗聴を防止する。

エ　侵入して乗っ取ったコンピュータに対して，他のコンピュータへの攻撃などの
不正な操作をするよう，外部から命令を出したり応答を受け取ったりする。

問11	 隠蔽機能をもつパッケージ	 CHECK▶	□□□

　サーバにバックドアを作り，サーバ内での侵入の痕跡を隠蔽するなどの機能をもつ
不正なプログラムやツールのパッケージはどれか。

ア　RFID イ　rootkit ウ　TKIP エ　web beacon
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問1 	 （平成28年秋	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問25）

《解答》ア

　人間の心理的，社会的な性質につけ込んで秘密情報を入手する手法のことを「ソーシャル
エンジニアリング」といいます。したがって，アが正解です。例としては，上司や重要顧客
などを詐称してシステム管理者に電話をかけパスワードを聞き出す，ゴミ箱をあさってパス
ワードの紙を見つけるなどの手法があります。
イ　コンピュータに入り込んで有害な動作を行うソフトウェアです。自己増殖機能はありま

せん。
ウ　適切なセキュリティ対策が行われていないサーバに侵入し，そのサーバを経由して攻

撃を行う手法です。
エ　適当な文字列を組み合わせて力任せにログインの試行を繰り返す攻撃です。

問2 	 （平成28年秋	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問27）

《解答》エ

　ランサムウェアとは，システムへのアクセスを制限し，その制限を解除するための代金（身
代金）を要求するソフトウェアです。感染したPCのファイルを暗号化し，ファイルの復号
と引換えに金銭を要求するのはランサムウェアに該当するので，エが正解です。
　アは遠隔操作ウイルス，イはパスワードの暴露ウイルス，ウはキーロガーに該当します。

問3 	 （平成28年春	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問22）

《解答》イ

　クリックジャッキング攻撃とは，Webページのリンクやボタンなどを隠蔽・偽装してクリッ
クを誘う攻撃です。透明化した標的サイトBを配置してWebサイトAの操作に見せかける
攻撃はクリックジャッキング攻撃に該当するので，イが正解です。
　アはHTTPレスポンス分割攻撃，ウはタブナビング攻撃，エはブラウザハイジャックに
該当します。

 解答と解説
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問4 	 （平成28年春	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問25）

《解答》ウ

　ドライブバイダウンロード攻撃とは，Webサイトなどを通じて，利用者が気づかないうち
にソフトウェアをダウンロードさせる攻撃です。利用者のPCに不正プログラムが転送され
るので，ウが正解です。
　アはUSBメモリで感染するウイルス，イはランサムウェア，エはウォードライビングの説
明です。

問5 	 （平成28年春	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問21）

《解答》エ

　クロスサイトスクリプティングとは，不正なスクリプトを実行させる攻撃です。罠を仕掛
けられたWebページを利用者が閲覧し，リンクをクリックしたときに不正スクリプトが実行
されるので，エが正解です。
　アはSQLインジェクション，イはDoS攻撃（Denial of Service attack），ウはバッファオー
バフローに該当します。

問6 	 （平成28年春	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問27）

《解答》イ

　バックドアとは，利用者に気づかれないようにシステムに秘密裏に仕込んだ遠隔操作の
ための窓口です。秘密裏に作成した利用者アカウントはバックドアに該当するので，イが正
解です。
　ア，ウ，エは有効なアカウントとして利用できず，バックドアとしては機能しません。

問7 	 （平成28年春	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問19）

《解答》ウ

　APT（Advanced Persistent Threat）はサイバー攻撃の一種で，標的型攻撃のうち高度
で執拗な攻撃を指します。持続的標的型攻撃などと訳されることもあります。特定の目的
をもち，標的となる組織に対して執拗に攻撃を繰り返すので，ウが正解です。
ア，イ　高度な攻撃ではないので誤りです。
エ　APTは不特定多数への攻撃ではありません。
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問8 	 （平成28年春	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問29）

《解答》ア

　ポートスキャンとは，利用可能なポートを探す行為です。ポート（番号）が分かると，そ
のポートを利用しているサービスが稼働しているかどうかを確認できるので，攻撃できそう
なサービスがあるかどうかを調査することができます。したがって，アが正解です。
　イはIDチェッカーなど，ウはスパイウェアなど，エはrootkitなどが利用されます。

問9 	 （平成28年秋	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問26）

《解答》ウ

　パスワードリスト攻撃とは，他のサイトで取得したパスワードのリストを利用して不正ロ
グインを行う攻撃です。どこかのWebサイトから流出した利用者IDのパスワードのリスト
を用いて，他のWebサイトにログインを試みるので，ウが正解です。
　アは辞書攻撃，イはレインボー攻撃，エはピクチャパスワードの盗聴に該当します。

問10 	 （平成28年秋	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問12）

《解答》エ

　ボットとは人間が行うようなことを代わりに行うプログラムで，ボットネットではボット同
士が連携して動作を行います。C＆C（Command and Control）サーバとは，ボットネット
に対して指示を出し，情報を受け取るためのサーバです。ボットを感染させ，侵入して乗っ
取ったコンピュータに対して，C&Cサーバが命令を出し，応答を受け取るので，エが正解です。
　アはキャッシュサーバの役割です。イ，ウは，パスワードの盗聴を防ぐ仕組みです。

問11 	 （平成28年秋	情報セキュリティマネジメント試験	午前	問14）

《解答》イ

　第三者がコンピュータに不正に侵入した後に利用するソフトウェアをまとめたパッケージ
は，rootkitです。したがって，イが正解です。
ア　RFID（Radio Frequency Identification）は，電波を使った近距離の無線通信で情報を

やりとりする仕組みです。
ウ　TKIP（Temporal Key Integrity Protocol）は，無線LANで使われるセキュリティプロ

トコルで，システム運用中に動的に鍵を変更できます。
エ　web beacon（ウェブビーコン）は，HTMLを利用した閲覧者を識別する仕組みです。
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情報セキュリティに関する技術1-3
　情報セキュリティに関する技術で基本となるのは，暗号化技術と認証技術です。また，
これらを応用した公開鍵基盤の技術は，社会的に利用されています。

1-3-1  暗号化技術
　暗号化を行う仕組みには，共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式
の2種類があります。また，ハッシュを組み合わせることによっ
て，認証をはじめ様々なことを実現できます。

 暗号化とは
　暗号化とは，普通の文章（平

ひらぶん

文）を読めない文章（暗号文）にす
ることです。ただし，誰も読めなくなってしまったら役に立たな
いので，特定の人や機器だけは読めるようにする必要があります。
　読めなくすることを暗号化，元に戻すことを復号といいます。

平文

暗号化

暗号化鍵

暗号文

復号

復号鍵

暗号化と復号

　暗号化と復号のために必要なのは，暗号化や復号の方法であ
る暗号化アルゴリズムと，暗号化や復号を行うときに使う鍵で
す。暗号化するときの鍵は暗号化鍵，復号するときの鍵は復号
鍵と呼ばれます。

勉強のコツ

暗号化の仕組みは，セキュ
リティ技術を理解する上で
の基本中の基本です。
確実に理解できるまで繰り
返し学習することが大切で
す。
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 暗号化の方式
　暗号化の方式には，共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の2種
類があります。

①共通鍵暗号方式
　暗号化鍵と復号鍵が同じ暗号方式です。暗号方式の基本で，
鍵は1種類しかないので秘密にしておく必要があります。そのた
め，秘密鍵暗号方式とも呼ばれます。

②公開鍵暗号方式
　暗号化鍵と復号鍵が異なる暗号方式です。鍵が2種類となり，
暗号化を行うために公開鍵と秘密鍵のキーペア（鍵ペア）を作成
します。公開鍵は他の人に公開し，秘密鍵は自分だけの秘密に
しておきます。

　続いて，それぞれの暗号方式について詳しく見ていきましょう。

 共通鍵暗号方式
　共通鍵暗号方式は，暗号化鍵と復号鍵が共通の方式です。そ
の共通の鍵を共通鍵といい，通信相手とだけの秘密にしておく
秘密鍵です。
　共通鍵暗号方式での暗号化の流れは，次のようになります。

平文

暗号化

送信者
うさぎさん

受信者
犬くん

共通鍵

暗号文

平文

暗号文

復号

共通鍵

共通鍵暗号方式

　うさぎさんが共通鍵を使って暗号化を行い，犬くんは受け取っ
た暗号文を共通鍵で復号します。共通鍵を知られない限り，他
の人は暗号文の内容を読むことはできません。

関連

共通鍵暗号方式には様々
なアルゴリズムがあります
が，それぞれの暗号強度に
は大きな差があります。
基本的な仕組みの理解だけ
でなく，どの暗号方式が推
奨されていて，どの暗号方
式に脆弱性が見つかってい
るかなど，運用面も押さえ
ておくことが大切です。
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●共通鍵暗号方式の利点と問題点
　共通鍵暗号方式の一番の利点は，公開鍵暗号方式と比べて暗
号化と復号が速いということです。共通鍵での暗号化アルゴリ
ズムでは排他的論理和を使うことが多く，処理は単純で高速で
す。そのため，データの暗号化を中心とした様々な分野で活用
できます。
　問題点は，暗号化する経路の数だけ鍵が必要であるため，人
数が増えると管理が大変になることです。鍵を秘密にしておき，
必要な人との間だけで共有するため，各人用の鍵を管理する必
要があります。　

組合せの数だけ鍵が必要

　また，共通鍵は秘密鍵なので，第三者に知られては意味があ
りません。そのため，インターネット上で気軽にやり取りするわ
けにはいかず，鍵の受け渡しに手間がかかります。暗号化を行
う前に，直接会うなど，インターネット以外の方法で鍵の受け渡
しを行っておく必要があるため，使用を始めるまでが大変です。

●共通鍵暗号方式の種類
　代表的な共通鍵暗号方式には，以下のものがあります。

①DES（Data Encryption Standard）
　ブロックごとに暗号化するブロック暗号の一種です。米国の
旧国家暗号規格であり，56ビットの鍵を使います。しかし，鍵
長が短すぎるため，近年では安全性が低いとみなされています。

関連

暗号化の方法には，ブロッ
ク暗号とストリーム暗号の
2種類があります。
ブロック暗号は，ブロック
と呼ばれる固定長の長さ
に区切って暗号を行う方式
で，全部の暗号化が終わっ
てからデータを送信します。
ストリーム暗号は，データ
を少しずつ暗号化していく
方式で，暗号化が全部終わ
らないうちにデータ送信を
行います。
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②RC4（Rivest's Cipher 4）
　ビット単位で少しずつ暗号化を行っていくストリーム暗号の
一種です。40 〜 256ビットの鍵長可変です。処理が高速であり，
無線LANの暗号化技術であるWEPなどで使用されています。
近年では安全性が低いとみなされており，解読される危険性が
あります。

③Triple DES（3DES）
　DESを3回繰り返して暗号化を行う方式です。鍵長112ビット
の2-key Triple DESと，鍵長168ビットの3-key Triple DESが
あります。2-key Triple DESは安全性が低いとみなされており，
使用する場合は3-key Triple DESが推奨されます。

④AES（Advanced Encryption Standard）
　米国立標準技術研究所（NIST）が規格化した新世代標準の方
式で，DESの後継です。ブロック暗号で，鍵長は128ビット，
192ビット，256ビットの三つが利用できます。排他的論理和の
演算を繰り返し行いますが，その演算を行う数を段数（ラウンド
数）といい，鍵長によって段数が決まります。

⑤Camellia（カメリア）
　NTTと三菱電機が共同で2000年に開発した共通鍵ブロック暗
号です。ブロック長は128ビット，鍵長はAESと同じ128ビット，
192ビット，256ビットの三つが利用できます。AESと同等の安
全性を保ちつつ，ハードウェアでの消費電力を抑えつつ，高速
な暗号化と復号を実現します。

⑥KCipher-2（ケーサイファー・ツー）
　九州大学とKDDI研究所により共同開発されたストリーム暗号
です。鍵長は128ビットです。AESなどと比べて7 〜 10倍高速
に暗号化／復号の処理をすることが可能です。

発展

CRYPTRECという団体が作
成した「電子政府における
調達のために参照すべき暗
号のリスト」のうち，「電子
政府推奨暗号リスト」に登
録されているのは，次の四
つです。
・ 3-key Triple DES
・ AES
・ Camellia
・ KCipher-2
これらが，政府が推奨する
暗号です。
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 公開鍵暗号方式
　公開鍵暗号方式は，暗号化鍵と復号鍵が異なる方式です。使
用する人ごとに公開鍵と秘密鍵のペア（キーペア）を作ります。
そして，公開鍵は相手に渡して，秘密鍵は自分だけで保管して
おきます。

うさぎさん

うさぎさんの
公開鍵

公開鍵だけを交換

うさぎさんの
秘密鍵

犬くん

犬くんの
公開鍵

犬くんの
秘密鍵

うさぎさんの
キーペア

犬くんの
キーペア

鍵を二つずつ作り，互いに公開鍵だけを交換

　公開鍵暗号方式のキーペアを用いることで，次の2種類の処理
が可能になります。

1．公開鍵で暗号化し，同じ人の秘密鍵で復号する
2．秘密鍵で暗号化し，同じ人の公開鍵で復号する

　これらの性質を使い，公開鍵暗号方式では，守秘，鍵共有，
署名を実現します。
　公開鍵だけを交換すればいいので，安全に鍵交換ができるの
が特徴です。鍵の種類も人数分×2を用意すればいいため，人
数が増えてもそれほど鍵が増えません。

●公開鍵暗号方式での守秘の実現
　守秘の実現（暗号化）では，受信者が自分の秘密鍵で復号でき
るように，受信者の公開鍵で暗号化しておきます。送信者が相
手（受信者）の公開鍵で暗号化すると，秘密鍵をもっている相手
以外は読めなくなるので守秘が実現できます。

発展

暗号化のアルゴリズムとし
ては公開鍵暗号方式の方が
優れているのですが，計算
が複雑で処理が遅いという
欠点があります。そのため，
データの暗号化にはあまり
用いられません。
しかし，共通鍵暗号方式は
鍵の受け渡しが大変です。
そのため，公開鍵暗号方式
を用いた鍵共有の仕組みで
共通鍵を作成するというこ
とがよく行われています。


