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発刊にあたって 

  

公益財団法人防衛基盤整備協会は、公益目的事業の一環として、多くの皆様に

対し、情報セキュリティに関する正しい知識を広め、理解を深めていただくため

に各種の事業を行っております。この情報セキュリティに関する懸賞論文を募集

するという事業は、多くの方から情報セキュリティに関する論文を応募していた

だくことを通して情報セキュリティ意識を高めるとともに、優秀な作品を表彰し

発表する事により、多くの皆様に情報セキュリティに対する知識を広め、理解を

深めていただくことを目的として実施いたしており、今回で５回目を迎えました。 

 

昨年、日本の企業や省庁の情報システムに対するサイバー攻撃や外国では制御

システムへの攻撃も報道され大きな関心を引き起こすとともに、セキュリティ対

策も問題となりました。また、スマートフォンの普及に伴うセキュリティ対策も

緊急の課題となっております。 

このようなことから、今年度の懸賞論文は「サイバー攻撃への対応」を大きな

テーマとして募集しました結果、いろいろな職業の方々から多くのご応募をいた

だきました。 

この懸賞論文の選考に当たっては、当協会が委嘱した学術、電気通信研究、保

全教育、インターネット、報道の各分野の有識者で構成された情報セキュリティ

論文選考等委員会で厳正な審査を行い、優れた論文であると答申を受けた四つの

作品を表彰させて頂くとともに、受賞作品を小冊子にまとめ、発表することとい

たしました。 

 

受賞作品は、読み手が理解を深め意識を高められるよう、解り易い内容と思い

ますので、情報セキュリティに対する知識を広め、理解を深めていただくことに

役立てていただければ幸いです。 

 

平成２４年１２月 

公益財団法人 防衛基盤整備協会 

理事長 宇 田 川  新 一 



論文選考にあたって 

 

 今やインターネットの普及は目覚ましく、パソコン一つでどこからでも利用で

きるサイバー空間を訪れるのは、善意の利用者ばかりではありません。企業や政

府の情報システムを狙うサイバー攻撃は、その頻度と悪質さを増してきておりま

す。また、諸外国では情報系システムへの攻撃のみならず、制御系システムへの

攻撃も報道され、大きな関心を引き起こしました。 

 このような状況のなか、公益財団法人防衛基盤整備協会は公益目的事業の一環

として、情報セキュリティ意識の向上に資するため、「情報セキュリティに関す

る懸賞論文」を募集し、優秀な作品を表彰し発表する事業を企画し、私どもが審

査致しました。 

 作品の選考に当たっては、多くの方に情報セキュリティに対する知識を広め、

理解を深めていただくことを目的として、読み手がそれぞれのテーマについて具

体的かつ解り易い内容の論文で、且つ、新鮮度、実証度又は実現可能度、影響度

などの審査基準により審査を行い、最終的に４作品を選考いたしました。 

 最優秀賞の岩崎氏の作品は、高度なサイバー攻撃において用いられる攻撃手法

のプロセスを４つの段階に分類し、その特徴から多層的な対策を施す必要性を示

したものであり、内容も解り易く、社会に与える影響度も高いことを評価したも

のです。佳作（クラウドセキュリティ賞）の佐藤氏の作品は、クラウドのセキュ

リティを審査制度という視点から考察し、制度の問題点と新たな認証制度につい

て提言したものであり、内容も解り易く、具体的であり、社会に与える影響度も

高いことを評価したものです。佳作（制御システムセキュリティ賞）の北野氏の

作品は、制御システムのセキュリティとしてデータベースに焦点を当て、想定さ

れる攻撃方法と防御策について提案したものであり、内容も具体的で、社会に与

える影響度も高いことを評価したものです。審査員特別賞の村瀬氏の作品は、サ

イバー戦がもたらす、過去と現代の戦争の様相の変化と、サイバー戦が常在戦場

にあることを認識する必要性について警告したものであり、新鮮味があり、社会

に与える影響度も高いことを評価したものです。 

いずれも優れた論文であり、発表することによって情報セキュリティ意識の向

上に寄与することを願っております。 

平成２４年１２月 

情報セキュリティ論文選考等委員会 

委員長 中 尾 定 彦 
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１．はじめに 

 Googleが被害を受けた「Operation Aurora」（2010年１月）を機に、今まで

とは異なる傾向を持つ高度なサイバー攻撃1による被害が、世界各国の企業や組

織において顕在化してきている。日本においても不連続な現象が起きている。

今までは愉快犯的な傾向があったが、２０１０年以降のサイバー攻撃は変質し

た。２０１１年９月に報道された三菱重工に対するサイバー攻撃は、変質した

高度なサイバー攻撃による被害が顕在化した事例である。本論文では、その本

質を理解するために、昨今の高度なサイバー攻撃について、プロセスを分析し、

攻撃の目的に着目して、2 つに分類する。この分類を踏まえ、今後想定される

高度なサイバー攻撃への対策の考え方についてまとめる。 

 

２．高度なサイバー攻撃について 

２－1．高度なサイバー攻撃の特徴について 

 高度なサイバー攻撃の特徴として、以下の４つが挙げられる。 

（１） 攻撃のカスタム性 

（２） 攻撃の継続性 

（３） 攻撃の内向性 

（４） 攻撃成果の非誇示 

（１） 攻撃のカスタム性 

 高度なサイバー攻撃においては、無差別ではなく特定の攻撃対象に対して攻

撃が行われ、攻撃対象の攻略のため複数の攻撃手法が駆使される。このため、

攻撃に際しては、マルウェアだけではなく、不正アクセスの手法もあわせて用

いられる場合がある。RAT2と呼ばれるリモートコントロールが行えるトロイの

木馬型プログラムが利用されることが多いのは、このことの一端であると考え

られる。 

 

（２） 攻撃の継続性 

 下記の３つの継続性が見受けられる。 

① 攻撃対象となるシステムに侵入するために執拗な攻撃を行う。 

                         
1 一般的には、標的型攻撃や APT（Advanced Persistent Threat）等と呼ばれる。しかし、

用語の定義が曖昧であることから、本論文においては高度なサイバー攻撃と記す。  
2 Remote Access Trojans。利用ユーザに気づかれることなく、感染機器へのリモートア

クセスと制御を可能にする悪意のあるプログラム。 
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② 侵入後に時間をかけて慎重に攻撃を継続し続ける。 

③ 攻撃実行後も攻撃が可能な状態を維持しようとすること。 

 これらの継続性を実現するため、マルウェアをステルス化するなど、攻撃自

体が検知されないための工夫が施される。 

 

（３） 攻撃の内向性 

 攻撃は、侵入したシステムに対して行われる。侵入したシステムを足場とし

た、他の企業や組織のシステムに対する DDoS3などの攻撃が可能であるにもか

かわらず、外部への攻撃は行われない傾向がある。 

 

（４） 攻撃成果の非誇示 

 攻撃者は、システムに対する攻撃が成功した場合でも、その成果を対外的に

誇示することがない。このため、（２）で挙げたように攻撃が検知されにくいこ

とと相まって、被害にあったことに気づくのに時間がかかることが多い。 

 

 「Operation Aurora」や「Stuxnet」、「三菱重工へのサイバー攻撃」は、以上

に挙げた４つの特徴を全て兼ね備えており、今までの愉快犯や HP改ざん等のサ

イバー攻撃とは一線を画する。しかしながら、高度なサイバー攻撃の攻撃対象

が政府機関や軍事産業の企業であることが多いことから、ハクティビズム4と混

在されがちなところがある。ハクティビズムでは、攻撃者が社会的・政治的主

張をアピールすることが目的であることから、攻撃成果の誇示は必須である。

よって、ハクティビズムは（４）の特徴を持つことはないため、ハクティビズ

ムと高度なサイバー攻撃は一線を画するものであると捉えるべきである。 

 

２－２．高度なサイバー攻撃のプロセスについて 

 昨今の高度なサイバー攻撃において用いられる攻撃手法は多岐にわたるこ

とから、攻撃手法からその特性について考察することは難しい。しかし、

Mandiantらが述べているように、そのプロセスについては概ね共通した傾向が

見受けられるi。段階の分類は様々5であるが、①事前調査段階 ②侵入段階 ③

                         
3 複数の攻撃元から標的とするシステム（機器）に対し大量のパケットを同時に送信する

ことで、標的とするシステム（機器）の機能を停止させる攻撃。  
4 社会的・政治的な主張のもとに、ハッキング活動を行うこと。2011 年 4 月の PlayStation 

Networkにおける個人情報流出や 2011年 8月の米サンフランシスコ公営鉄道 BARTの個

人情報流出など。 
5 例えば、Mandiant は７段階、IPA は 5 段階に分類を行っている。 
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攻撃準備段階 ④攻撃実行段階 に分類すると分かりやすくなる。これらについ

て、以下に記す。 

【第一段階：事前調査段階】 

 攻撃対象に関する情報の収集/分析が行われる。攻撃対象となるシステム（シ

ステム・ネットワーク）への侵入前なため、主に攻撃対象のシステム外で収集

が行われる。収集対象となる情報は多岐にわたるが、情報の使用目的から以下

の２つに分類することが可能である。 

（１）攻撃対象のシステムへ侵入するために利用する情報 

  具体的な情報は、攻撃者が次の第二段階（侵入段階）で使用する手法次第

となる。例えば、第二段階（侵入段階）で標的型メールを用いる場合は、送

付するためのメールアドレスや文面の参考となる情報、送付相手を選択する

ための組織情報などが収集される。 

（２）攻撃対象のシステムに仕掛けるマルウェアの設計に必要となる情報 

  対象のシステムの仕様に関する情報が対象となり、OS、データベース、ミ

ドルウェア、アプリケーションのバージョンなどの情報やシステムを構成す

る機器の IPアドレスなどが具体的な例として挙げられる。 

 

【第二段階：侵入段階】 

 攻撃対象のシステムへの侵入が行われる。攻撃対象のシステムの機器にマル

ウェアがインストールされ、攻撃（第四段階） 及び 情報収集（第三段階）の

拠点となる。現状下においては、標的型メールを用いた侵入が多いが、それ以

外の手法も用いられることに留意する必要がある。例えば、インターネットな

どの外部ネットワークに接続していない機器に対しての USBメモリを経由して

のマルウェアの侵入や、外部ネットワークに接続された機器への SQLインジェ

クション等の不正アクセスによる侵入も行われている。 

 

【第三段階：攻撃準備段階】 

 攻撃実行のための様々な準備行為が行われる。対象のシステムについての情

報の収集や攻撃者への送信、攻撃のためのマルウェアの追加インストールなど

が行われる。ここで収集される情報は、あくまで次の第四段階（攻撃実行段階）

で実行する攻撃に必要とされる、システムに関しての情報であり、機密情報な

どの情報が対象ではない点に留意が必要である。 

 この段階で行われる行為は、大きく６つに分類される。 
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① バックドアの設定による外部（攻撃者）との通信経路の確立。 

② IPアドレスや他の機器へのアクセスパス、アカウント情報などの 

システム内部の調査/収集。 

③ 収集した情報のシステム外部への送信。 

④ 攻撃者からの追加のマルウェアやマルウェアの動作コマンドの受信。 

⑤ ログの削除や改ざんによる動作痕跡の削除。 

⑥ アクセスできる機器へのマルウェアの拡散。 

 攻撃者は上記の６つの行為を必要に応じて、検知されないよう慎重に行う。

以上に挙げた行為の、侵入された機器内における関係は下記図の通りまとめら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 第三段階における行為関連図 

 

 第三段階（攻撃準備段階）における①～⑥の各行為のフローは一意ではない。

しかし、①～⑥各々の行為が必ず実施されること行われること 及び ②の収集、

③の送信、④の受信を中心行為として、各々慎重に時間をかけ繰り返し行われ

る傾向がある。 

  

【第四段階：攻撃実行段階】 

 実際の攻撃を行う。現状、確認されている攻撃は、①機密情報の窃取、②シ

 

③送信 ④受信 

①バック 

ドア 

②収集 

⑥拡散 

第四段階 

⑤痕跡削除 

⑤痕跡削除 

第三段階 

⑥拡散 

⑤痕跡削除 

⑤痕跡 
 削除 

⑤痕跡
削除 

第二段階 
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ステムの動作妨害、の２種類である。攻撃の実行後は、攻撃者の必要に応じて

第三段階（攻撃準備段階）に戻り継続的な攻撃を繰り返す場合もある。 

 

２－３．高度なサイバー攻撃についての考察 

（１）高度なサイバー攻撃におけるプロセスの特徴 

 高度なサイバー攻撃は、２−２節で述べた複数の段階のプロセスを踏むため、

個別の段階にのみフォーカスした観点で語られることがある。例えば、三菱重

工に対するサイバー攻撃のように、第二段階（侵入段階）において標的型メー

ルが頻繁に用いられることから、昨今の高度なサイバー攻撃への対策として、

標的型メールへの対策のみがクローズアップされがちである。しかし、攻撃の

プロセスを踏まえた場合、標的型メールは、あくまで攻撃対象のシステムに侵

入するための１つの手段にすぎない。標的型メールにのみ着目することは、他

の侵入手段に対する警戒心を下げることや攻撃の全体像の見誤りを招くことが

懸念される。 

 ２－２節のプロセスを踏まえた場合、第三段階（攻撃準備段階）が昨今の高

度なサイバー攻撃の特徴であるといえる。この段階での行為は、繰り返し何度

も行われている上、検知されないよう時間をかけて慎重に行われており、攻撃

のプロセスにおいて重要であることが伺える。この段階における行為の目的は、

攻撃対象となるシステムについての詳細な情報の収集である。例えば、認証サ

ーバの管理者権限アカウントとパスワード、システムを構成する各機器の IP

アドレス、未対応の脆弱性（適用済みパッチ）、実装されているウィルス対策ソ

フトなどの情報収集した上での攻撃が可能となる。その結果、最終的にサーバ

などの機器を特定して攻撃することが可能になる 

収集した情報の分析や追加でのマルウェアの更新を行うことを経て、攻撃者は

精緻な攻撃を行うことが可能となる。例えば、Stuxnet は、限られた機器に対

し、僅かな時間だけ正しい動作を妨げるという攻撃6を行ったとされるii。即ち、

昨今の高度なサイバー攻撃では第三段階（攻撃準備段階）により得た情報を元

に攻撃対象に正確で致命的な攻撃が可能であるという、従来のサイバー攻撃に

ない危険性が、昨今の高度なサイバー攻撃の脅威と言える。 

 

（２）高度なサイバー攻撃の分類 

                         
6 攻撃対象となる機器の出力周波数を、短時間のうちに正常な動作周波数の範囲外に変更

させるという攻撃が、数か月にわたって行われた。[ⅱ]。 
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 ２－２の第 4段階（攻撃実行段階）までの行為は、攻撃者にとっては、あく

まで最終的な目的である攻撃を達成するための準備にすぎない。攻撃者が最後

の目的を達成できないことは、即ち攻撃の失敗である。高度なサイバー攻撃の

対策を考えるためには、第四段階（攻撃実行段階）における行為の目的に注目

することが重要である。第四段階（攻撃実行段階）で行われる行為の目的は以

下の２つに分類される。 

 【目的１】機密情報の窃取（機密性の侵害） 

      ex.) Operation Aurora、Duqu7，Flame8 など 

 【目的２】システム動作の侵害（可用性の侵害） 

      ex.) Stuxnet 

 

 ２０１０年以降の高度なサイバー攻撃では、【目的１】を目的とする攻撃であ

るとする見解が見受けられるiii。確かに、高度なサイバー攻撃のほとんどは機

密情報の窃取を目的としているように見受けられる。しかし、Stuxnet のよう

に、【目的２】のシステム動作の侵害を目的とする攻撃も存在していることに留

意が必要である。 

 なお、上記の目的を踏まえると、高度なサイバー攻撃は、DOD9の JP 3-13, 

Information Operations（13 February 2006）ivにおける、下記の２つの分類

に当てはめるとより分かりやすくなる 

 

① CNE（computer network exploitation）10 

② CNA（computer network attack）11 

 

 【目的１】機密情報の窃取を目的とする高度なサイバー攻撃は①に該当し、

【目的２】システム動作の妨害を目的とする高度なサイバー攻撃は②に該当す

る。 

 

                         
7 2011 年 9 月に発見された高度なマルウェア。 
8 2012 年 5 月に発見された高度なマルウェア。 
9 アメリカ国防総省。United States Department of Defense。 
10 Enabling operations and intelligence collection capabilities conducted through the 

use of computer networks to gather data from target or adversary automated 

information systems or networks. Also called CNE. [ⅳ] 
11 Actions taken through the use of computer networks to disrupt, deny, degrade, or 

destroy information resident in computers and computer networks, or the computers 

and networks themselves. Also called CNA. [ⅳ] 
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３．高度なサイバー攻撃への対策について 

3－1．多層的な対策 

 従来の企業や組織では、ファイアウォールやウィルス対策ソフトを中心とし

た、侵入を防ぐことに重点を置いた境界型防護の考え方が中心となっている。

そのため、高度なサイバー攻撃には対応できなくなってきている。高度なサイ

バー攻撃は、２−１節で述べたように、カスタム性という特徴があるため、従来

のシグネチャベースによるマルウェア対策や不正アクセス対策の仕組み12によ

る検知は難しい。これは、もともと侵入時 及び 侵入後に自分自身をステルス

化して検知を困難にしていることに加え、特定の攻撃対象向けにカスタマイズ

されているため、サイバー攻撃として出回る検体が少なくシグネチャに追加さ

れないためである。 

 さらに、攻撃者は、第一段階（事前調査段階）及び第三段階（攻撃準備段階）

において、攻撃対象に関する情報を収集した上で分析を行っていく。次いで、

分析結果を踏まえて、マルウェアの頻繁なアップデートなどを行い、攻撃対象

システムのシグネチャが更新されても検知されないようにするなど、継続的な

活動を行っていく。 

 このように１つの境界のみで防護するという従来の考え方では、内部に侵入

したマルウェアからの攻撃による被害を防ぐことは難しい。そして、ひとたび

境界における対策が攻略されると、以降は攻撃者による行為を防ぐことができ

なくなる。よって、昨今のサイバー攻撃による被害を防ぐためには、境界防護

を多段階に行うなどの多層的な対策を施すことが必要となってくる。 

 具体的な対策については、攻撃自体にカスタム性という特徴があることを踏

まえると攻撃対象となるシステム毎に策定する必要があるが、対策を施す境界

については攻撃のプロセスを踏まえて考えると整理がしやすくなる。即ち、第

二段階（侵入段階）、第三段階（攻撃準備段階）、第四段階（攻撃実行段階）、そ

れぞれの段階の行為への対策を施していくこととなる。 

 

（１）第二段階（侵入段階）への対策 

 第二段階（侵入段階）に対しては、マルウェアや不正なアクセスによる侵入

を防ぐ対策が求められる。これは、従来の境界防護(入口での防御)の対策に該

当し、標的型メールや USB メモリなどの外部記録媒体、SQL インジェクション

などによる、マルウェアの侵入や外部からの不正アクセスへの対策となる。 

                         
12 ウィルス対策ソフトや IDS（Intrusion Detection System、侵入検知システム）など。 
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（２）第三段階（攻撃準備段階への対策 

 ついで、第二段階（侵入段階）の対策が機能しなかった場合を想定し、第三

段階（攻撃準備段階）に対する対策が求められる。第三段階（攻撃準備段階）

においては、侵入したシステムの情報の収集 及び 収集した情報を攻撃者に送

信する行為が行われる。よって、システム内部における情報収集の活動 及び 収

集した情報の外部への通信を検知するために、ネットワークアクセスの監視す

ること等により、第三段階（攻撃準備段階）における活動を検知し、第四段階

（攻撃実行段階）に進まないようにする対策が求められる。 

 

（３）第四段階（攻撃実行段階）への対策 

 最後に、第三段階（攻撃準備段階）の対策で内部の攻撃を検知できずシステ

ム内部の詳細情報が外部に流失した場合を想定し、第四段階（攻撃実行段階）

に対する対策が求められる。留意すべきは、この第四段階（攻撃実行段階）に

おける行為を防ぐことができさえすれば、第三段階（攻撃準備段階）までの行

為が成功していたとしても、攻撃者にとってその攻撃は失敗に終わるというこ

とである。しかし、逆に言えば、この段階への対策を攻略されることで被害が

生じることとなるため、この段階への対策が最終防衛線となる。 

 

3－２．CNE対策と CNA対策 

（１）CNE（computer network exploitation）対策 

 第四段階（攻撃実行段階）における対策を考えるにあたっては、攻撃の分類、

CNEであるか、CNA であるかによって、対策として重視する点が異なる。すなわ

ち、CNEに対しては、攻撃者が目標とする機密情報へのアクセスと、RATなどに

よる情報の外部送信を防ぐことが求められる。例えば、第三段階（攻撃準備段

階）の対策に加えて、システム内部の機密情報が保存されている機器（サーバ、

PC）や場所（ディレクトリ）には２段階認証を設定するなどアクセス管理を厳

密に行うことや、アクセス履歴をログとして残しアクセス記録の分析を行って

不自然な挙動を検出することなどが必要となる。 

 

（２）CNA（computer network attack）対策 

 CNAに対しては、CNEと異なる対策が必要となる。機能の停止や情報の破壊を

されないようにシステム上で既定されている処理以外は実行できなくさせるこ

とや、一部のシステム機能を停止や破壊されても必要最低限の動作を維持でき
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るような縮退運用を可能とするような、CNEとは異なる防護策が必要とされる。 

 例えば、Stuxnet においては、設定値の変更 及び 特定の機器の異常動作を

検知することができなかったことを踏まえると、制御系システムのようなリア

ルタイム性が重要なシステムにおいては、本番環境のシステムと同じ動作をす

るミラーリング環境を作成し、本番環境とミラーリング環境のデータや動作を

常に比較することで、通常外の動作をしていないかを常にチェックすることで

異常の検知を行う仕組みが考えられる。その上で、本番環境における攻撃の予

兆や通常外動作を検知した際には、本番環境からミラーリング環境に切り替え

るような仕組みが考えられる。或いは、システムに求められる最低限の動作が

可能な切替専用の予備環境を作成しておき、攻撃の予兆や通常外動作を検知し

た際に、切り替える仕組みも考えられる。また、リアルタイム性が重要ではな

いシステムにおいては、コマンド仮想実行環境を作成し、仮想実行環境におけ

る実行結果を確認後に、本番環境にコマンドを渡すという仕組みも考えられる。 

 なお、こうした、第四段階（攻撃実行段階）への対策についてはシステムの

設計段階から要件として組み込むことが必要となる。即ち、今後システムの新

規開発或いは大規模な変更を行うシステムの設計においては、第四段階（攻撃

実行段階）での対策を考慮した設計であることが望ましい。特に、CNA への対

策については、主に設計への機能的な要件として盛り込むこととなる。一方、

CNE の対策は、システムネットワークやデータへのアクセス制御など、主にイ

ンフラの設計要件として盛り込むことになる。このため、CNA の主な攻撃対象

と目される制御系システムにおいては、高度なサイバー攻撃への対策を機能要

件として盛り込むことが、今後必要とされる。更に、これらが正しく設計され

実装されているかをチェックするシステム監査も必要である。 

 

４．おわりに 

 本論文においては、まず昨今のサイバー攻撃の特徴を整理した上で、そのプ

ロセスをまとめた。その上で、プロセスを踏まえた考察を行い、攻撃の目的か

ら CNE（computer network exploitation）と CNA（computer network attack）

にあてはめられることを示した。そして、高度なサイバー攻撃への対策の考え

方として、プロセスを踏まえた多層的な対策を施すことの必要性を示した。さ

らに、CNE（computer network exploitation）と CNA（computer network attack）

の分類を踏まえ、今後のシステム開発や更新にあたっては、高度なサイバー攻

撃への対策を考慮した設計が必要であることを示した。この研究が、今後、高

度なサイバー攻撃への対策の整備において、一助になれば幸いである。 
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最後に、本研究にあたり、研究への取り組みや方向性、内容などについて温

かいご指導をいただきました情報セキュリティ大学院大学の原田教授 及び有

益なコメントやアドバイスを与えていただきました、原田研究室の方々研究室

仲間の温かい指導やコメントに感謝いたします。 
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1. はじめに 

ファーストサーバ社(以下、FS 社という)が提供するレンタルサーバで 2012

年 6月 20日に発生した事故は、約 5,600ユーザのデータを消失させる前代未聞

の規模となり、クラウドサービス13 などを利用して他社へデータを預けること

のリスクを改めて認識させる結果となった。 

FS社は、プライバシーマーク制度(以下、Pマーク制度という)や ISMS適合性

評価制度(以下、ISMS 認証という)などの第三者認証を取得していたことから、

信頼して選定したユーザも少なくないと推察できる。しかし、今回の事故が発

生した結果、これらの認証の効果に対し少なからず疑問が生じている状況であ

ると考えられる。 

本論文では、はじめに FS社の事故と ISMS認証および Pマーク制度の関係に

ついて考察を行い、これらの制度の問題点について述べる。 

次に、先述した以外の第三者認証制度で、クラウド事業者を選定に利用でき

るものがあるかを考察し、各制度の抱える問題点について述べる。 

最後に、アメリカの制度を参考にクラウドサービス向けの新たな認証制度に

ついて提言する。 

2. FS 社の事故について 

 本章では、FS社のデータ消失事故およびデータ漏えい事故について、第三者

調査委員会が作成した調査報告書 [1]をもとに概説し、問題点を挙げる。 

2.1. データ消失事故 

 2012 年 6 月 20 日 17 時頃、メールシステム障害対応のためのメンテナンス作

業を行ったところ、担当者が独自に作成したプログラムに不具合があり、約

5,600 ユーザのデータが消失した。当該作業は、通常定められているメンテナ

ンス作業と異なる手順で行われていたという。図 1は、両作業手順の違いを比

較したものである。図 2および図 3は、両作業手順を視覚的に表したものであ

る。 

 

 

 

 

                         
13 レンタルサーバ(ホスティング)は、アメリカ国立標準技術協会(NIST)によるクラウドコ

ンピューティングの定義からは外れている。ただし本論文においては、アーキテクチャに

よる区別が目的でなく、サービス形態に着目しているため、クラウドサービスと記載した

場合にレンタルサーバも含むこととする。 

 

1 

1 
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  通常時の手順 事故発生時の手順 

① 

社内マニュアルに基づき構成された

更新プログラムを検証サーバに適用

する。 

社内マニュアルを使わず、過去に担当者

A が自ら作成したプログラムを利用した独

自の更新プログラムを適用した。 

② 

検証結果に問題がないことを確認し

た後、上長に対し本番サーバ群への

作業許可を申請し、承認を得る。 

上長は会議で不在だったため、許可を得

られなかったため、担当者の判断で作業

を続行した。 

③ 

「配布システム」を利用しての一部の

本番サーバ群下のハードディスク

(HDD)に対し更新プログラムの適用を

行う。 

「配布システム」を利用せず独自の方式で

セカンダリ含む全ての対象 HDD に対しプ

ログラムの適用を行った。 

④ 

問題がなければ、対象となる残りの本

番サーバ群の各サーバのプライマリ

HDD 全てに対し更新プログラムの適

用を行う。 
更新プログラムの適用対象外であったサ

ーバのデータがバックアップ(セカンダリ

HDD のデータ)を含めて全て消失した。 

⑤ 

毎日午前 6 時 30 分に本番サーバ群

のプライマリ HDD のデータがセカンダ

リ HDD に自動でコピーされる。 

図 1 通常時と事故発生時の手順の比較  ※[1]をもとに筆者が作成 

 

図 2通常時の手順  ※[1]をもとに筆者が作成 
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図 3 事故発生時の手順  ※[1]をもとに筆者が作成 

なお、事故発生時の作業担当者 Aは、10年もの間マニュアルで定められていな

い独自の方式でメンテナンス作業を行っていたが、上長はこれを黙認していた

と[1]にて報告されている。また、FS 社がバックアップと称しているものは、

同じ筐体内にあるセカンダリ HDDのコピーデータを指しており、テープなどの

外部媒体に保管されているものではない。 

2.2. データ漏えい事故 

 データ消失事故を受けて実施されたデータ復元作業 14 を行ったところ、ユ

ーザに提供した復元データに、他のユーザのデータが混在していた事故である。

ここでは要点のみ記載する。 

①2.1 項のようなデータ消失事故を組織として想定しておらず、データ復旧の

ための手順が存在していなかった。 

②事故を受けて、復元ソフトを用いた復元作業を役職員の協議により急きょ決

定したが、当該ソフトの使用で複数ユーザのデータが混在した形で復元され

                         
14 データ(ファイル)を削除しても、コンピュータ上から見えなくなるようにしているのみ

で、実際は HDD 内にデータが残ったままである場合が多い。そのため、別のデータで上

書きなどがされるまでは復元できる可能性がある。 

 

 

2 

2 
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ること 15 について誰も認識していなかった。 

2.3. 事故と運用水準の問題 

第三者調査委員会は、再発防止策について「これらの予防策が実施され、機

能した場合には今回発生した事故を防ぐことができる」とし、「一般的なレンタ

ルサーバ業者の水準に照らし合わせて適切である」と評価している[1]。しかし

このことは、同時に予防策実施以前の運用実態はその水準になかったことも意

味している。Pマークや ISMS認証は、2.2項までで述べた FS社の事故の問題点

に対して有効に機能していたのだろうか。 

3. FS 社が取得していた第三者認証制度と事故の関係 

3.1. P マーク制度 

Pマーク制度は、日本工業規格である JIS Q 15001（個人情報保護マネジメン

トシステムの要求事項）に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ず

る体制を整備している事業者等を認定し、当該規格に適合していることを示す

マークの使用を認める制度である[2]。JIPDECは、Pマーク制度の認定を受ける

ことで、平成 17年 4月 1日に施行された「民間企業の個人情報の保護に関する

法律（個人情報保護法）」に適合していることをアピールできるとしており[2]、

平成 24年 8月現在で 12,000を超える企業が認定を受けている。 

 では、FS社は「Pマークの水準を満たさない運用実態により、顧客から預か

っている個人情報を滅失・漏えいさせた」と言えるのだろうか。個人情報保護

法第二条第 3項によると、個人情報取扱事業者は、「個人情報データベース等を

事業の用に供している者」と定義されている。JIS Q15001 においても同様に、

個人情報保護マネジメントシステムの適用範囲を「事業の用に供する個人情報」

としている[3]。さらに、経済産業省のガイドライン[4]によれば、事業の用に

供しないため特定の個人の数に算入しない事例として「倉庫業、データセンタ

ー（ハウジング、ホスティング）等の事業において、当該情報が個人情報に該

当するかどうかを認識することなく預かっている場合に、その情報中に含まれ

る個人情報」を挙げている。つまり、顧客が FS社のレンタルサーバ内に保管し

ている情報は、FS社が当該情報の内容を知り得る立場にないため、個人情報取

扱事業者として取り扱っている個人情報に含まれず、P マーク制度で要求され

ているマネジメントシステムの適用範囲外であると解釈することも可能である。

                         
15 サーバリソースを他のユーザと共用するレンタルサーバ(共有サーバ)の場合、物理的な

HDD 中に複数のユーザのデータが保存されているため、こうした事象が発生する可能性

がある。リソースを共有しない場合(専用サーバ)においても、以前利用していたユーザの

データが脚注 2 の理由で残っていた場合、同様の可能性がある。 

3 

3 
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しかしながら、FS社はインターネットを利用した通信販売向けのクラウドサー

ビスも提供しており[5]、先述したような解釈が社会通念上許容されるものであ

るのか、疑問が残る。 

以上のことから、今回の事故の責任をＰマーク制度や個人情報保護法によっ

て問うことができるとは限らないと言えるだろう。また、クラウド事業者がＰ

マークを取得していることが、必ずしもユーザデータを適切な水準で取り扱っ

ていることの保証にはつながらない。 

3.2. ISMS 認証制度 

 ISMS認証制度は、日本工業規格である JIS Q 27001（情報セキュリティマネ

ジメントシステムの要求事項）に適合している組織を認証する制度である[6]。

認証を受ける組織は、特定した情報資産へのリスク評価を行い、必要なセキュ

リティコントロールを実施する。また、PDCAサイクルの採用により、運用管理

された情報セキュリティを生み出す一連のプロセスの改善を継続的に行う [7]。 

では、「FS社の運用実態は、ISMS認証制度における要求事項で述べられてい

る管理策が実施されておらず、それが原因で事故を防げなかった。」と言えるの

だろうか。 

まず、特定の担当者が長期に渡って標準化された手順を使わず独自の手順で

作業を行っていた問題点について考察する。JIS Q27001 の要求事項においては、

操作手順の文書化・維持、およびシステム変更の管理、作業記録について規定

されている[8]。但し、これらはあくまで組織としてのマネジメントの仕組みが

構築、維持されていることが求められている。また、認証機関が実施する継続・

更新審査において観察やヒアリング、文書確認などを実施する。しかしこれら

は、審査時点での適正性確認に留まるため、過去のメンテナンス作業などが全

て適切な手順で行われていたことを保証するものではない。 

次に、同一筐体内に取得するバックアップ方式を採用していた問題点につい

て考察する。バックアップについても同要求事項[8]に規定されているが、具体

的な構成については組織の合意により決定することとなっており、FS社のよう

な方式であっても ISMSの要求事項上では問題ないことになる。 

 以上のことから、ISMS認証取得のみをもって、FS社のような事故を防ぐこと

ができるとは限らないと言える。また、クラウド事業者が当該認証を取得して

いることは、必ずしもユーザが期待した機密性・完全性・可用性を満たすセキ

ュリティ水準が保証されるものではない。 

 なお、事故発生からおよそ 2か月後の同年 8月 16日に、FS 社の ISMS認証資

格を「マネジメントシステムの不適合の是正処置とその有効性が確認できるま
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で」一時停止したことが認証機関から発表された[9]。同時に、FS 社のウェブ

サイトからも ISMS認証に関する記載が消去されている[10]。しかし、一時停止

となった具体的な経緯や理由は不明である。 

4. その他の第三者認証制度 

 Pマークや ISMS認証制度は、本学の調査[11]した結果(図 4)が示す通り、多

くのユーザがクラウド事業者に要求している一方、保証内容は十分でない。本

章では、図 4中で挙げられている ISMS・Pマーク以外の第三者認証制度を中心

に考察する。 

 

4.1. ITSMS 適合性評価制度 

 ITSMS適合性評価制度(以下、ITSMS認証という)は、日本工業規格である JIS 

Q 20000（IT サービスマネジメントシステムの要求事項）に適合している組織

の IT サービスを認定する制度である[12]。ISMS 認証制度が、組織の情報資産

を対象としているのに対し、ITSMSは IT サービス（全体または一部）の品質マ

ネジメントを対象として認証を行う点が大きな違いである。「サービス継続及び

可用性に対する要求事項」をもとに平時および緊急時の管理策を策定するため、

ISMSと比較して特に可用性が重視されていると言える。また、ITSMS上の機密

性に対する要求事項に該当する「情報セキュリティ管理」は、ITSMS ユーザー

ズガイド[12]において「ISMSを要約したものであり、ITSMSの適用範囲が ISMS

を構築した範囲に含まれる場合はその仕組みをそのまま使用できる」としてお

り、両規格を併存させることができる。なお、両規格を統合運用するための規

格として、ISO/IEC 27013が発行される予定である。 

 以上から、ITSMS 認証は、クラウドサービスの可用性の判断材料として利用

が考えられるが「どのサービスレベルで合意が成されているか(SLA)」を併せて

図 4 ユーザがクラウド事業者に備えていて欲しい第三者評価制度(2010 年) [11]から引用 
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確認する必要がある。 

2012年 7月時点の ITSMS認証取得組織数は 170弱程度であるが、そのうちク

ラウド事業者による取得割合は少ない。 

4.2. ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定制度 

 ASP・SaaS 16 安全・信頼性に係る情報開示認定制度(以下、ASP・SaaS 情報

開示認定制度という)は、マルチメディア振興センターが提供している、クラウ

ド事業者のサービスを比較、評価、選択する際に必要な「安全信頼性の情報開

示基準を満たしているサービス」を認定した結果を開示する制度である[13]。

審査項目は、必須開示項目と選択開示項目に分かれており、そのうち重要なも

のについては一定の要件を考慮すべき項目を全て満たす必要がある。これらは

実装レベルで具体的に記載されているものが多く、ユーザが実態を把握しやす

い。 

但し、書類による形式審査が中心であるため、記載されている項目が本当に

実施されているかどうかを保証しているわけではない。また、「ASP・SaaS情報

開示認定制度」の名前が示す通り、PaaS 17 、IaaS 18 、などを含めた全てのク

ラウドサービスを認定対象としているわけではない。 

2012 年 8 月時点で認定されているサービスの数は約 160 あり 19 、まずまず

普及している制度であると言える。 

4.3. 公認会計士による保証制度 

 公認会計士による委託先企業の内部統制や運用状況を保証する制度の代表的

なものとして、SOC 20 報告書業務が挙げられる。SOC 報告書業務は米国の公認

会計士協会(AICPA)により、用いる基準や保証対象、利用目的の違いなどから

SOC1・SOC2・SOC3に分類されている[14]。これらの特徴をまとめたものが図 5

である。 

 

                         
16 ASP(Application Service Provider)と SaaS(Software as a service)の違いについては

様々な解釈が存在するが、ユーザがインターネットを通じて事業者の提供するサービスを

利用する点は共通している。 
17 Platform as a Service の略称で、「ユーザがアプリケーションを開発または実装するた

めの環境」をクラウド事業者が提供するサービス形態を指す。  
18 Infrastructure as a Service の略称で、「ユーザが用意した任意の OS からアプリケー

ションまでを導入・利用するための基盤」をクラウド事業者が提供するサービス形態を指

す。 
19 認定単位がサービスであるため、サービス数で記載している。事業者を単位とすると約

120 社が認定を受けている。 
20 Service Organization Control(受託会社の内部統制)  

4 

5 6 

7 

8 

4 

5 

6 

7 

8 
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    SOC1 SOC2 
SOC3 

(Trust サービス) 

基

準
21 

日本 
監査・保証実務委員会

実務指針第 86 号 

(旧基準：18 号監査) 

IT委員会研究報告第

39 号 
IT 委員会報告第 2 号 

米国 
SSAE No.16 

（旧基準：SAS70） 
米国：AT101 米国：AT101 

国際 ISAE3402 国際：ISAE3000 国際：ISAE3000 

保証対象 

財務報告に関する内

部統制 
（財務報告以外の）セキュリティ、可用性、処

理のインテグリティ、機密保持、プライバシー

に関する内部統制 

 

  

  

保証タイプ type1（時点保証）type2（期間保証） 期間保証 

利用目的 制限あり 制限なし 

備考 

type1：基準日時点の内部統制の整備状況を

保証 

WebTrust：電子商取引

向け 

type2：type1 に加え、特定期間の運用状況

を保証 

SysTrust：情報システ

ム全般 

図 5 SOC 報告書の分類 ※[14],[15]および[16]を参考に筆者が作成 

SOC1は財務諸表に関係する内部統制が保証対象である。なお、図 4中におい

ては「SAS70type2」および「18号監査」と記載されているが、これらは現在の

SOC1で用いられている基準の旧基準にあたる。SOC2は財務諸表関連以外の業務

システムのセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライ

バシーに関する内部統制を対象とする保証である。しかし、SOC1 と SOC2 の利

用は監査目的に制限されている。そのため、企業のウェブサイト上では、「SOC1

報告書を受領した」などの記載に留まり、具体的な保証範囲は明示されない。

SOC3は、SOC2と同様の保証対象であるが、報告書の記載内容は簡易的なものと

なっている。また、利用目的に制限はなく、ウェブサイトに認定シールを表示

する形式で使用することも可能である。日本においては「Trustサービス」[17]

がこの分類になる。図 4中の SysTrustはこのサービスの一種である。 

もともとクラウドサービス向けに策定された制度ではない上、他の認証制度

と比較して取得にかかる費用も高くなる。日本においては、一部クラウド事業

者が SOC1に対応しているものの、SOC2、SOC3の普及は進んでいない。 

4.4. PCI DSS 

                         
21 SOC は米国公認会計協会による分類のため、日本基準と国際基準は、米国で SOC1～

SOC3 に用いられる基準に相当するものを記載している。 

 

9 

9 
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PCI DSS 22  は、PCI SSC  23  によって策定された、クレジットカード情報

保護を目的としたセキュリティ基準である。実装レベルでの情報セキュティ水

準が定められているのが特徴であり、その内容も公開されている[18]。審査は

企業規模に応じて、訪問審査、サイトスキャン、自己問診  24  などが行われ

る。 

日本においてはクレジットカード業界を中心に普及が進んでいるが、制度の

目的がクレジットカード情報の保護にあり、クラウドサービス向けに最適化さ

れたものではない。そのため、当該情報を取り扱うようなクラウドサービスを

提供する一部事業者を除いて、普及していない。 

4.5. BCMS 適合性評価制度 

 BCMS 適合性評価制度は、ISO22301  25  にて規定されている事業継続マネジ

メントシステムの要求事項に適合している組織を認定する制度である[19]。組

織の現状を把握し、策定した事業継続計画の実効性を演習実施により確認し、

自然災害やテロなどから組織にとって重要な業務の停止につながるリスクを最

小限に抑え、事業継続を行っていくことを目的としている。 

 図 4の通り、ユーザからの要求は比較的多いが、クラウドサービスを含む IT

サービスを対象としたものではない  26 。クラウド事業者が当該認証を取得し

ていたとしても、ユーザのデータの保全やサービス提供が、事業者の事業継続

とどのように関係しているかを正しく確認する必要がある。 

4.6. STAR 制度 

STAR  27  は、クラウドセキュリティアライアンス（以下、CSA という）によ

って策定された、クラウド事業者の提供するサービスのセキュリティ管理策を

公開する制度である[21]。クラウド事業者は、CSA が提供している 140 以上の

項目からなる質問用紙(CAIQ  28 )への回答し、無償で CSAのウェブサイトにて

公開することができる。 

登録されているサービス間の比較を詳細に行うことができるが、以下のよう

                         
10 Payment Card Industry Data Security Standard（クレジットカードデータセキュリ

ティ標準） 

11 Payment Card Industry Security Standards Council（クレジットカードセキュリテ

ィ標準協会） 

12 自己問診は、クレジットカード決済を行う小売店など、小規模な事業者が対象。  

13 現在は図 4 中の BS25999 からこの規格に移行 

14 IT サービス向けの事業継続マネジメントシステムのガイドラインとして、経済産業省

のガイドライン[20]や ISO27031(BS25777)があるが、認証規格ではない。 

15 Security, Trust & Assurance Registry 

16 Consensus Assessments Initiative Questionnaire 

10 11 

12 

13 

14 

15 

16 
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な問題がある。 

・ 質問に対する回答の説明に ISO など他の認証規格を用いている場合も多い

ため、記載されている内容を正しく理解するにはそれらの認証規格に関する

知識も必要となる。 

・ 現時点では各事業者の自己評価であるため、第三者によって内容が保証され

ているわけではない 29  。 

・ 登録数は 2012 年 8 月時点で 12 サービス/11 社と少なく、グローバル企業が

中心である。 

5. クラウド事業者選定時に利用する第三者認証制度の問題点のまとめ 

前章までで、クラウド事業者による取得が想定される第三者認証制度の特徴

と問題点を述べてきた。図 6は、これまでに述べたところから各制度に見られ

る問題点をまとめたものである。 

 問題 内容 該当制度 

① 保証対象 

保証が組織のマネジメントシステムや内部統制

であるなど、クラウドサービスは対象として想定さ

れていない。 

P マーク 

ISMS 

SOC1 

BCMS 

② 
クラウドへの適用

性 

クラウドサービスに対応することは一応可能であ

るが、基準がクラウドサービス向けに最適化され

ているわけではない。 

ITSMS 

SOC2・3 

PCI DSS 

③ 審査方式 
書類審査などの形式審査が中心であり、記載項

目が実施されていることを保証していない。 

ASP・SaaS 

情報開示認定 

STAR 

④ 取得費用 
認証取得にかかる費用が高いことが障壁となっ

ており、普及が進まない。 

SOC1 

SOC2 

SOC3 

⑤ 保証内容非公開 
報告書の利用対象者が限定されており、保証内

容が一般に公開されない。 

SOC１ 

SOC2 

図 6 各制度の問題点のまとめ 

最大の問題は、ほとんどの制度が①または②に該当しており、クラウドサー

ビス向けに作られている ASP・SaaS情報開示認定制度や STARにも、③の問題が

あるなど、「クラウドサービス向けに最適化され、保証を与える制度」が存在し

ていないことにあり、最終的にはクラウド事業者を信じるしかないのが現状で

あると言える。また、クラウド事業者による情報公開も十分でなく、ユーザと

                         
17 第三者評価の枠組みについては、現在検討中となっている。 

17 
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クラウド事業者間にある情報格差の問題も、解決が望まれている。 

6. おわりに ～クラウドサービス向けの新たな認証制度の提言～ 

前章までで述べてきたとおり、現在クラウドサービス選定時に利用できる第

三者認証制度や情報公開制度などは複数あり、その特徴によって使い分けるこ

とが可能であるのは望ましいことである。さらに、ISO27017など、クラウドサ

ービスを対象とした新たな認証規格を作る動きもあるが、現時点で十分な保証

や説明責任を持つ制度は少ないと言える。 

民間企業は、費用の問題もあるため、限定された保証範囲の制度を利用し、

残存したリスクを受容する選択も考えられる。しかし、政府機関などがクラウ

ドサービスを利用する際にリスクを受容するという選択は、易々と受け容れら

れるものではない。そのため、政府機関が事業者の選定に際し、これまで民間

が構築してきた既存の制度を利用していくことには、限界があると言える。そ

こで、政府主導により各政府機関にとってベストプラクティスとなる制度を策

定する必要性がいよいよ増してきたのではないだろうか。参考となる制度とし

て、FedRAMPがある。 

FedRAMP は、アメリカ連邦政府によって策定された、政府省庁がクラウドサ

ービスを利用する際に事業者のセキュリティを評価・認証するための制度であ

る[22]。最大の特徴は、ある省庁で行った認証結果を他の省庁で引き継ぐこと

が可能であり、異なる要求仕様がある場合は差分となる部分のみ審査を行えば

よいことである。これにより、省庁とクラウド事業者双方の認証コストを大幅

に削減できるという。さらに、FedRAMP の認証を政府調達の要件とするインセ

ンティブを設けることにより、クラウド事業者がその認証水準を満たすための

取組を促進することも可能である[23]。これは、クラウドサービス全体のサー

ビスレベルを高めることにもつながり、民間企業のユーザも恩恵を受けること

ができると考えられる。 

実現にあたっては法改正など数多くの課題が残されているが、日本において

も FedRAMPのような制度の誕生が望まれているのではないだろうか。 
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はじめに 

 2011年（平成 23年）は衆参両院システムに対するサイバー攻撃と ID・パス

ワード漏えいをはじめとして各省庁におけるマルウエア感染等、衝撃的な事実

が明るみに出たことにより、我が国の安全保障の観点から大きな懸念が噴出す

ることとなった。 

 いっぽう 2010年にマルウエア「Stuxnet」30 が発見されて以来、従来セキュ

リティ事故・事件とは縁が遠いと思われていた製造・生産管理や、鉄道・電力・

ガス・水道など重要インフラのシステムにおける制御系システムに対するサイ

バー攻撃が数多く報告されるようになった。31  

 これら新しいタイプの高度なマルウエアを使った攻撃は「標的型攻撃」、

「Advanced Persistent Threat（APT）」などと呼ばれることがあり32 、電子メ

ール、USBメモリ、ダウンロードファイルなど様々な経路で感染・侵入が起こる

ことが知られている。 

標的型攻撃と制御システムのセキュリティを考える時、課題の１つに制御シ

ステムを構成する要素として実装されているリレーショナル・データベース

（RDBMS：以下「データベース」と表記）に対する攻撃の可能性がある。 

現在普及している多くの制御システムには、その構成要素としてデータベー

スが使われており、制御機器等から収集したデータを蓄積・分析したり、各種

の設定情報を格納したりするなど、重要な役割を果たしている。従って制御シ

ステムに対するサイバー攻撃の手段としてデータベースを攻撃することは十分

考えられることであり、実際にStuxnetはその複雑な動作の中で、シーメンス社

製のシステムに実装されているデータベースに侵入し、それを経由してWinCC

サーバを感染させていたと考えられている。 

これらの事実があるにもかかわらず我が国では、制御システムを保護するた

めに「データベースをどう守るか」という議論は、ほとんどなされていない。33 

 そこで本稿では、制御システムを構成する技術要素の1つであるデータベース

に着目し、その重要性や攻撃の可能性、予測される攻撃方法と被害などを整理

                         
30 Stuxnet の詳細については JPCERT/CC 小熊信孝による報告「Stuxnet－制御システムを狙った初のマル

ウエア－」http://www.jpcert.or.jp/ics/2011/20110210-oguma.pdf なども参照されたい。 
31 2010 年、スペインにおいて中央制御コンピュータのマルウエア感染が原因とされる航空機事故が発

生している。

http://www.msnbc.msn.com/id/38790670/ns/technology_and_science-security/#.UCp9QqOb-zY  

3APT の定義については近年当初の意味とは違う、幅広い使い方をされているとの指摘がある。 

4 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では制御システムのセキュリティについて各種の調査・研究等

が行われているが、データベースの保護について直接的に言及したものはない。

http://www.ipa.go.jp/security/controlsystem/index.html  

1 

2 

3 

4 

1 

2 

http://www.jpcert.or.jp/ics/2011/20110210-oguma.pdf
http://www.msnbc.msn.com/id/38790670/ns/technology_and_science-security/#.UCp9QqOb-zY
http://www.ipa.go.jp/security/controlsystem/index.html
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し、それらに対応する防御策を提案するものである。 

1. 標的型メールを防ぐことはできるのか 

 

標的型攻撃の初期段階である侵入方法として最も頻繁に使われる「標的型メ

ール」については、企業・政府機関等、多くの従業者がいる環境では「添付フ

ァイルを開かない」などの方法で100%防御することは極めて難しい。情報セキ

ュリティ専門企業である株式会社ラックが公開した「統合リスク管理レポート

vol.03」によれば、彼らが実施した体験学習型訓練プログラム「ITセキュリテ

ィ予防接種」において、訓練用電子メールの添付ファイル開封率は、1回目のメ

ール配信（開封率平均36.1%）より2回目（同16.4%）のほうが確実に下がるもの

の、決してゼロになることはなかった。また同時に行ったアンケート調査にお

いては30%の人が「それでも本当に標的型メールを受け取った場合は開封しない

自信がない」と回答していることからもその難しさがうかがえる。34 

 

図1は筆者が試作した、筆者の勤務先の役員名を騙った標的型メールであるが、

企業の現場における実感値としては、このメールが実際に届いたら、ほとんど

の社員が添付ファイルを開封するであろうと予測される。（実際に送信訓練を

行ったわけではない）このような状況を踏まえて、あらかじめ内部ネットワー

クに侵入されることを前提として対策を検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：標的型メールの試作品 

                         
5 http://www.lac.co.jp/security/report/2012/08/14_consul_01.html  

 

5 

http://www.lac.co.jp/security/report/2012/08/14_consul_01.html
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2. データベースに対する攻撃の脅威と影響 

 

2-1 制御システムにおけるデータベースの利用状況 

 現在では多くの制御システムが Windows、UNIX、Linuxなどの、いわゆるオー

プン系のシステムプラットフォームを利用した形態に変わりつつある。そのた

め、情報の効率よく格納・管理する場所としてデータベースが使われることが

多い。一般的なモデルとしては以下のようなイメージである。（丸く囲まれた部

分にデータベースがある） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2：制御システム内に存在するデータベース（出典：村上正志「制御ベンダ／装置ベンダ／Sierに求め

られるセキュリティ対策についての提言」35 に筆者加筆） 

 

実際に多くの制御システムでは要素技術としてデータベースが組み込まれて

おり、インターネットで公開されている範囲で調査するだけでも簡単に 10～20

程度のシステムでその事実が確認できる。36これらには制御システム全体を示

すもの、一部の要素部分を示すもの（Historian と呼ばれる産業用リアルタイ

ムデータベースなど）、開発用パッケージソフトウエアなどが含まれているが、

その格納データが管理者の知らないところで破壊・改ざんされたりすると制御

や生産に大きな影響が出ると予想されるものばかりである。 

                         
6 http://www.jpcert.or.jp/ics/2012/20120203-murakami.pdf  

7 実際にはシステム名、使用されているデータベースの種類なども判明しているが本稿では割愛してい

る。 

6 

7 

http://www.jpcert.or.jp/ics/2012/20120203-murakami.pdf
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 今回確認できたシステムはほんの一部であるが、注目すべき点は上下水道や

電力、鉄道といった社会の重要インフラに関連したシステムが含まれている、

ということである。このように非常に多くの重要な制御システム内部にデータ

ベースが実装されているいっぽうで Stuxnetの事例が示しているように、デー

タベースに対するセキュリティ対策は十分でないのが現実である。（シーメンス

社のシステム内部ではデータベースにアクセスするためのパスワードがハード

コーディングされており、ローカルユーザは誰でも使用することができた 37） 

 

2-2 想定されるデータベース攻撃のシナリオと影響 

 

 次に具体的な攻撃のパターンと影響を検討する。一般的な制御システムにお

いてデータベースを攻撃する場合の経路について米国アイダホ国立研究所の

「制御システムのサイバーセキュリティ：多層防御戦略」では図3のように考え

られており「制御システム環境では、特にデータの精度と完全性が業務上およ

び運用上の意思決定にとってきわめて重要であることから影響が大きい。デー

タベースの内容が改ざんされることにより、データ取得サーバ、履歴、オペレ

ータのHMIコンソールまでが連鎖的に影響を受ける可能性がある。」と述べてい

る。 

 従来制御用システムと企業の情報系システムは相互にネットワークが分離さ

れていることで攻撃の対象とならずに済んだと言われてきた。しかし現在では

制御用システムから抽出したデータをデータ・ウエアハウス上で分析し、生産

管理や原材料の管理などに利用するといった、より高度な情報活用を行う目的

で、これらのシステムがネットワークで相互に結ばれていることが多いと指摘

されている。このときデータベースはその両方のシステムに接続されている場

合があり、いわば制御システムに侵入するための「踏み台」となってしまう可

能性がある。従って従来「ネットワークがつながっていないから大丈夫」と考

えてきた企業・組織は、早急にその意識を改める必要に迫られていると言える。 

                         

8 CVE-2010-2772：http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-2772  

8 

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-2772
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図３：データベース経由の攻撃（出典：Idaho National Laboratory（米国アイダホ国立研究所）作成・

JPCERT/CC邦訳による「制御システムのサイバーセキュリティ：多層防御戦略」38 ） 

 

 データベースに対する攻撃は一般的に、他のサーバやクライアントPCなどか

らネットワーク経由で攻撃される場合と、データベースが動作しているサーバ

のOSに侵入されてローカルのOS側から攻撃される場合の2種類に分類して検討

することが有用である。 

 

１）他のサーバやクライアントPCなどから攻撃される場合 

 他のサーバ（アプリケーションサーバなど）やクライアントPCがマルウエア

等に感染して乗っ取られ、攻撃者からの遠隔操作が可能になった場合、そのマ

シン上にデータベースにアクセスするためのID・パスワードが保管されている

と、それらを窃取されることでデータベースに侵入される場合がある。 

具体的にはアプリケーションサーバ上のスクリプトファイルなどに、接続す

るためのID・パスワードが平文で書き込まれているケースや、クライアントPC

上に平文でメモしてあるケースなどである。特に管理用PC等には作業時の必要

                         
9 http://www.jpcert.or.jp/research/2010/Defense_in_Depth_20100330.pdf  

9 

http://www.jpcert.or.jp/research/2010/Defense_in_Depth_20100330.pdf


38 

 

性等の理由でデータベース管理者の権限を持つユーザ情報が保管されているこ

とがあるため、これを窃取されるとデータベースに侵入（ログイン）された場

合、全ての操作が可能になってしまう。（図4）。39 

 

 

図４：アプリケーションサーバ・クライアントPC等からのネットワーク経由の攻撃 

 

２）データベースサーバのOSに侵入され、ローカル環境で攻撃される場合 

 乗っ取られたアプリケーションサーバやクライアントPC内からtelnetやssh

等を利用し、データベースサーバのOSに接続される可能性がある。またローカ

ルOSへのログイン時はアプリケーション用などの限られた権限しか持たないOS

ユーザであったとしても、その後別の脆弱性を攻撃するなどの方法で権限昇格

が行われ、最終的にはOSの管理者権限を奪取される可能性がある（図5）。 

 

 

 

 

 

 

 

図5：データベースサーバのOSに侵入された場合の攻撃 

 

このとき多くのデータベースで、ローカルOSの認証機構を信頼して管理者権

限でのログイン・操作が可能となっている場合があるため、OS側の管理者権限

を奪取された時点で、データベース側の管理者権限も同時に奪取されてしまう

可能性がある。主要なデータベース3種類について、サーバOSの管理者権限を奪

                         
10 制御システムではないが、類似の手口としては韓国における 3500 万人分の個人情報漏えい事件が発

生しているが、手口の詳細を報道した朝鮮日報記事は既に削除されている。

http://japanese.joins.com/article/293/142293.html  

10 

http://japanese.joins.com/article/293/142293.html
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取された場合に、データベース管理者の権限でログインする方法の例を示す。

（表１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1：主要データベースについての管理者ログイン方法の例 

 

３）ディレクトリ・サーバのハッシュ窃取から、連携するデータベースへの侵

入を試みた検証例 

 

 2011年後半の衆参両院や防衛系企業における標的型攻撃の被害と情報漏洩に

ついては、世界的に大きな市場シェアを持つ特定のディレクトリ・サーバの認

証機能を攻撃され、パスワードハッシュを窃取し、ハッシュ値を使ったセッシ

ョンの復活といった攻撃手法が使われたと言われており 40 、gsecdump、msvctl

といったツールの存在も知られている。41 またこの点についてはすでに内閣

官房セキュリティセンター（NISC）から注意喚起も行われている。42 

 これは近年の標的型攻撃において、内部ネットワークへの侵入に成功した後、

次の段階で攻撃者が用いる、代表的な攻撃手段の一つであり、当然制御システ

                         
11 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Active/20120222/382510/?ST=act-security&P=2  

12 http://www.malos-ojos.com/wp-content/uploads/2010/05/Windows_Hash_Reinjection.pdf  

13 http://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/ada_kanki_111222.pdf  

データベースの
種類

管理者権限でのログイン方法 参考URL

Microsoft
SQLServer2008

-m オプションまたは -f オプションを使用して、SQL 
Server のインスタンスをシングル ユーザー モードで起
動。 これにより、コンピューターのローカル
Administrators グループのメンバーがすべて、固定サ
ーバー ロール sysadmin のメンバーとして SQL Server 
のインスタンスに接続できるようにした後管理者(sa）の
パスワードを変更してログインする。 他にsysadmin権
限を付与されたWindowsユーザが使用可能な場合は、
その権限を使ってsaのパスワードを変更できる。

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/dd207004.aspx

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/ms189828.aspx

MySQL(4.1)

OSのローカルホスト上でroot権限があると、簡単にDB
管理者（DB上のroot）のパスワードをリセットすることが
できる。ただしDBのプロセスを一度killする必要がある。
または何らかの方法でユーザ・権限情報を格納した
userテーブルを更新することでも権限変更ができる。

http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/ja/
default-privileges.html

http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/ja/r
esetting-permissions.html

Oracle Database
(8以降）

OSのローカルホスト上でroot権限があるか、またはOS
上でOSDBAグループに属するユーザの場合OSで認証
されたあと”CONNECT / AS SYSDBA”コマンドによって
データベース管理者（SYS）の権限でログインが可能。

http://docs.oracle.com/cd/E16338_01/ser
ver.112/b56301/dba006.htm

11 

12 

13 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Active/20120222/382510/?ST=act-security&P=2
http://www.malos-ojos.com/wp-content/uploads/2010/05/Windows_Hash_Reinjection.pdf
http://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/ada_kanki_111222.pdf
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ムに対する攻撃手法としても想定しておくべきものである。 

筆者は前述１）の攻撃シナリオを元に、ディレクトリ・サーバが攻撃されて

管理者権限を奪取された場合、そのディレクトリを使ってユーザや権限を管理

している同一ネットワーク上のデータベースにも侵入できると考えた。そこで

実機で検証を試みたところ、ディレクトリ・サーバがパスワードハッシュを窃

取されてドメイン（当該ディレクトリ・サーバが管理している論理的な領域の

こと）に侵入された場合、そのドメイン内で動作・連携しているデータベース

に対して、比較的容易に侵入することができることが確認できた。以下その検

証の概要を示す。 

 

＜検証の概要＞ 

環境：クライアントPC、ディレクトリ・サーバ、連携するデータベースを各１

用意 

想定：標的型メール等によりクライアントPCがマルウエア等を通じて管理者権

限を奪取され、遠隔操作が可能になっている状態（図6のシーケンスで①から③

の権限奪取までが終了） 

 

攻撃方法：ツール「gsecdump」を使ってハッシュ値を入手し、「msvctl」を使

ってセッションを復活させる。その結果なりすましに成功する。さらに奪取し

た権限を利用して、ネットワーク上にあるデータベースに侵入し、データをフ

ァイルにエクスポートして窃取する。図6にそのシーケンスを示す。 

 

③クライアントPC上にgsecdump、msvctlをインストール 

④gsecdumpを使ってPCのパスワードハッシュを取得 

⑤msvctlを起動して、②で入手したハッシュを使いセッションを復活 

⑥連携するデータベースへの接続（実際はユーザ名・パスワードは不要） 

sqlcmd –E –S [サーバ名] （–U [ユーザ名] －P [パスワード]） 

表をテキストファイルにエクスポート 

bcp [表名] out [テキストファイル名] －T（認証方式）－S [サーバ名]  

（–U [ユーザ名] －P [パスワード]） 
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図6：ディレクトリ・サーバを攻撃し連携するデータベースに侵入するシナリオ 

 

実際の検証では行っていないが、上記⑥で出力したファイルを外部に転送す

れば内部情報を窃取できる。またこの例では情報漏洩を起こしているが、これ

が制御システムであればUPDATE、DELETEなどのSQLコマンドを使って内部のデー

タを破壊、改ざんすることが可能である。 

 

 今回は比較的検証が容易なディレクトリ・サーバと連携するデータベースを

使って確認したが、他の認証サーバやデータベースでも同様のシナリオは十分

考えられる。このように、既知の標的型攻撃を応用してネットワーク上のデー

タベースに侵入し、格納されたデータに対して閲覧・改ざん・破壊を行うこと

で制御システムを攻撃することは十分可能であり、またデータの改ざんを受け

た場合、正規のプログラムは従来通りにデータベースを参照しながら動作する

ことから、異常に気づきにくいことも考えられる。従ってデータベースの保護

を従来に比べて堅牢にしていく必要があり、次項からその具体的対策方法を述

べる。 
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3. データベース保護のための対策 

 

3-1 接続用ID・パスワードを平文で書き込まない 

 アプリケーションがデータベースに接続するためのプログラムや、管理作業

用のスクリプトファイル（バッチ処理用のスクリプト等）に、必要なID・パス

ワードが平文で記述されていると、サーバやPCが乗っ取られた時にこれを悪用

されてデータベースに侵入される可能性がある。このリスクを低減する手法と

しては、サーバ内部ではなく、外部に情報として配置し、データベース接続時

にこれらを呼び出して利用する方法や、Windows系のシステムではレジストリに

配置する、などがある。43 

 またデータベース製品によっては接続用パスワード情報を暗号化ファイルに

よって保護する仕組みを機能として持っている場合もある。 

 

3-2 セキュリティ・パッチの適用 

 OSや他の各種ソフトウエアと同様にデータベースにおいても脆弱性が存在す

るため、可能な限り最新の修正パッチを適用しておく必要がある。しかしメン

テナンスのための計画停止が難しい制御システムにおいては、開発元ベンダー

がセキュリティ用の修正パッチを公開した後、即時に適用することは極めて難

しい。また、内蔵されているデータベースの種類、バージョンなどを常に把握

しておくことも難しいことが多い。 

 これらの事情を踏まえて、運用管理ツールなどを利用しながら現在のバージ

ョン・パッチ適用状態などを常時把握し、それらをもとに年1～2回の計画停止

時等に計画的にパッチ適用を行っていく運用体制作りが重要である。（最近の

運用管理系ソフトウエア製品では、こういった運用を支援する機能を持ってい

るものが多い） 

 

3-3 暗号化によるデータ・ファイルの保護 

 各データベース製品（オープンソース系のものを含む）には暗号化機能を備

えているものが多い。サーバOSに侵入され権限を奪取された場合、データベー

スを構成するデータ・ファイル（実データが入っている）を窃取されると、そ

れを解析することで中の情報を盗むことが可能になる。このリスクを低減する

ためにはデータ・ファイルを暗号化し、万一ファイルを外部に転送される等で

                         
14 IPA「セキュア・プログラミング講座」

http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vendor/programmingv1/a02_02.html  

14 

http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vendor/programmingv1/a02_02.html
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窃取された場合であっても内部の情報は保護する必要がある。 

 

3-4 アクセスコントロール 

１）制御・監視用等のアプリケーションがデータベースにアクセスするために

データベース内部に作成されたユーザ（スキーマ）に付与されている権限が必

要以上に大きすぎると、侵入された場合の被害が大きくなる。アプリケーショ

ンが動作するために必要最低限の権限を付与しておくようにすべきである。（最

小権限の原則：least privilege） 

 

２）データベースに対するアクセスの経路を制限することでリスクを低減でき

る。これは接続元のIPアドレスやホスト名、利用アプリケーション名などを条

件とし、あらかじめ決められた正しい接続元でない場合は接続を拒否するよう

なしくみを構築する。図7にそのロジック例を示す。 

 このしくみはデータベースの製品・種類によって実装方式が異なるが、設定

ファイルに記述しておく、といった単純なものから、アクセスコントロール専

用の機能を持っている場合、外部にファイア・ウォールのような機器を挿入す

ることで実現するなどの方法がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7：接続元IPアドレス、接続時刻、曜日を条件としてコマンド操作を制限するロジックの例 
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また高度に可用性要件の高いインフラ関連の制御システム（水道、電力、鉄

道等）では、管理者権限自体を強制的に分割し、通常のデータベース管理者権

限でログイン（侵入）された場合であっても、特定の情報を保護できる技術の

導入も検討する必要がある。 

従来OSの分野では「Trusted OS」や「セキュアOS」と呼ばれる、管理者権限

まで分割・制御できる技術と製品が存在する。44 これと類似した考え方で、

管理者権限を分割することも技術的には可能である。 

 

3-5 ログ取得と監視 

 不正アクセスはログの取得によって、発見後の追跡・原因究明を可能としな

ければならない。データベースに対しては、直接のアクセスと攻撃が想定され

ることから、データベース上でどんな操作が行われたかのログ取得を実装する

必要がある。 

主要なデータベースには基本的に操作ログを残す機能が存在するので、これ

らを活用して「いつ、誰が、どの情報に、どんな操作をしたのか」を記録して

おくべきである。 

 また、サーバに侵入された場合は攻撃者がログを消去または改ざんする可能

性があるため、ログは外部に転送し、別のサーバ等に保管しておくことが望ま

しい。また、こうすることによってログの内容を常時監視し、不審なアクセス

について警告を出すしくみも構築しやすくなる。 

 

現実的には市販されているデータベース用のログ監査ツール製品などを使う

と、このしくみは比較的容易に実装が可能であり、かつ複数のシステムを一元

的に管理できるなどのメリットも生まれる。図8にそのイメージ図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
15 Bell-LaPadula などのアクセス制御モデルを用いて強制アクセス制御（MAC）を実現する OS 関連技術

と製品があり、その起源は米軍用のシステムにある。 

15 
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図8：ログ監査ツールによるログの一元的収集と監視のイメージ 

 

 

 

おわりに 

 本稿では近年大きな課題となっている制御システムのセキュリティについて、

内蔵されているデータベースに着目し、その想定される脅威パターンと対策の

案を述べた。今後、標的型攻撃の手法が継続的に変化・高度化することを鑑み

れば、このデータベースに対する攻撃が近い将来、社会における重要インフラ

の安全性を脅かす一つの大きな要因になると考えられる。 

このことを多くの方にご理解頂き、早急な対策の実装と普及、適切なガイド

ラインや保全規則などに盛り込むこと等を願うものである。 
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■主たる論点 

 

 サイバー空間と宇宙空間は陸海空に続く第4第5の戦場だという。アメリカは

サイバー攻撃を戦争とみなし、ミサイルで反撃するとまで言っているv。確かに

発電所などの重要インフラを攻撃し大規模停電を起こしうるのなら、その破壊

力は空爆に等しい。しかしミサイルで反撃とはやり過ぎではないのか。一方、

セキュリティ会社がサイバー空間が戦場だと言うのは、危機を煽って自分たち

のビジネスにつなげようとしているだけではないのかと勘ぐっている人もいる

かもしれない。 

 ここではサイバー攻撃がミサイルで反撃するに値する攻撃であること、陸海

空に「並ぶ」のではなく「最前線」にあること、企業等のサーバや個人のPCは、

よく言われる攻撃の「踏み台」にされるのではなく「砲台」にされること、さ

らには社会のＩＴ化とサイバー戦により、戦争は戦場だけにとどまらず開戦と

同時に民間人が巻き込まれるものに変わったということを考えてみたい。 

 

 

■ ステルス化・無人化とサイバー攻撃の関係 

 

 まず過去の象徴的な戦艦を見ておきた

い。左写真はご存知戦艦大和である。高

さは 44.33mだという。全長に比べてもそ

の高さは目立つ。 

 

 

 

  

 左は現在の米国海軍のステルス艦  

Sea Shadow である。 

 

   （両写真とも Wikipediaより引用）

1 
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 さて戦艦大和のような艦船であればブリッジから見渡して指示ができるし、

そのためにできるだけ高くしてある。ところがステルス艦は窓が小さく少ない

上に低いので視界は極めて悪い。そこで基本的には二つの手段を用意する。一

つは衛星や航空機の支援を得ながら行動するということ、もう一つはカメラを

取り付けてその映像を見ながら艦船の内部で操縦するということである。こう

なるともはや窓は不要とさえ言える。 

 

 カメラの映像を見ながら操縦する例は実はすでに多くの実例がある。夜間の

作戦で極秘に移動する戦車などはライトが点けられず暗闇の中を進まねばなら

ない。そこで車外に装着された暗視装置からの映像を見ながら操縦する。もは

やシミュレーションゲームと同じ感覚である。ところがそこで何か起こるかと

いうと下記をご覧いただきたい。（写真は TACTICAL 3RD DIMENSION 社 HP より

引用） 

 

 

川が良く見えず道路から転落 

 

 

 

 

 

 

 

 

転落し泥沼へ 
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友軍の戦車に乗り上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの事故は笑ってすませられない深刻なものになっている。この写真の

部隊は、イラクのファルージャでは隊員 18人が戦死、68名が負傷したのだが、

そのうち６人はこれらの事故によるという。この場合の映像を見ながら戦車を

操縦するということは所謂ステルス化によるものではないが、直接の目視では

なく映像を見ながら操縦する好例として挙げさせていただいた。vi 

 

 ところでディスプレイの映像を見ながら操縦するのであれば、その画像を電

波で飛ばすなどすればどこからでも操縦できるということになる。更には実際

に人間が乗り込む必要すらなくなる。そして、その通信を乗っ取ればハッキン

グviiできることにもなる。現代兵器の無人化とステルス化が、サイバー攻撃を

物理的な戦争に直結させることとなったわけである。 

 

 

2 

3 
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■兵士はファイターからオペレータとなり、殺人の感覚が無くなる 

 

前述したリモート操縦は既に実現されている。装甲車の例をまず挙げる。 

 

これは米国ゼネラルダイナミックス社に

よる装甲車リモート操縦システムである。 

装甲車の上部、内部に装着されたカメラ

画像が下の写真のディスプレイに表示さ

れ、オペレータはそれを見ながら操縦す

る。（撮影 村瀬） 

 

 

装甲車に装着されたカメラの画像を見な

がら操縦。完全にゲームと同じ。もちろ

ん装甲車は無人。（撮影 村瀬） 

 

 

 

 

 

 こうなると兵士は屈強な男たちというより、ジョイスティックを握った PC

のオペレータになってしまう。実際、無人の飛行機（UAV）の操縦はリアルな飛

行機のパイロットよりゲーマーの方が上手なのだ。むしろリアルな飛行機のパ

イロットの方が操縦に失敗することが多い。米国空軍の HPには既に無人機パイ

ロットの募集ページがあるが、これも既存のパイロットに UAVのトレーニング

を受けさせるより、新たにリクルートした方がよいからだ。 

 

 米国にはすでに UAV の専門大学まである。UAV の全てを教えるだけあって教

育は WEB経由で、自宅 PCからインターネット経由で実機を操縦し実際に飛ばす

ことすらできるviii 。 

 

 こうなると戦争は人殺しであるという感覚はまったく消失してしまう。武士

と武士が決闘で決着をつける、民間人は巻き添えにしない、という道徳はない。 

 

4 
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■ 既に起こったとんでもない事件 

 

 ２０１１年１２月、イランは米国の UAVを GPSハッキングして鹵獲したと発

表。機体を TVで放映するに至った。 

 

 

（イラン国営 TVより） 

 

 

 

 

  

アメリカは機体の返還を要求しているので、この機体は本物なのであろう。た

だし本当にハッキングしたのか、エンジントラブル等に乗じて鹵獲したのかは

わからない。イランもアメリカもこの状態では何とでも言えるからだ。機体の

損傷が全くないように見えることから、少なくとも墜落はしていないわけで、

イランの主張は本当なのかもしれないし、その可能性も充分ある。 

 無人機はリモートコントロールされるものはもちろん、100％自律飛行するも

のであっても、少なくとも GPSの電波は受信しながら飛行する。ということは

それらをハッキングすれば割り込んで誘導できるからだix 。誘導できないまで

も GPSの電波は弱いのでジャミング（妨害）も容易だ。既に民間で GPS妨害器

が普通に手に入るx  。 

 

 

左の写真は米国の無人機（UAV）  

MQ-9 リーパー である。 

 

     （www.usa.gov より引用） 

 

 

 

 爆弾らしきものを搭載しているのが判る。この無人機が例えばパキスタンを

爆撃するため飛来してきたところをハッキングし、米国基地に向けて飛ばした

らどうなるだろうか。米国は慌ててミサイルでこれを撃ち落とすのではないだ

5 

6 
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ろうか。さらに米国は次の攻撃を待つことなく、ハッキング元をもミサイル攻

撃するのではないだろうか。つまりサイバー攻撃とは、ミサイルで反撃するに

値する攻撃であるということなのだ。 

 

 さらに指摘せねばならないのは、米国はサイバー攻撃を「戦争」とみなす、

としていることであるxi 。確かにその破壊力は戦争と言えるが、それ以外に重

要な理由がある。それは、戦争であれば反撃が「なんでもあり」になるからで

ある。犯罪であれば反撃も法の縛りをうけるが、戦争となれば反撃にそんなも

のはなくなるからだ。 

 

 

■ 無人兵器時代の戦争の始まり方 

 

 2007年１月、中国が自国の老朽化した気象衛星を撃墜したxii 。また 2007 年

と 2008年、米国の人工衛星 2基が少なくとも４回にわたり中国軍から攻撃を受

けているxiii 。 

  

 無人機の操縦のための「通信・ネットワーク」とともに重要な鍵となるのが、

「GPS」でありそれをつかさどる「衛星」である。これを無力化すれば無人機や

ロボットは無力化する。そして今や GPSはありとあらゆるものに活用されつつ

ある。従って無人兵器などを備えた国同士の戦争はまず GPSをつかさどる衛星

を撃ち落としあうところから始まる。と同時に相手国のネットワークをダウン

させるところからも始まる。GPS の重要性を示す好例が 1991 年の湾岸戦争だ。

この当時の GPSは故意に誤差のあるデータが衛星から送信されていた。このた

め自動車を運転していると自分の車が川の上などありえない場所を走っている

と表示されることも珍しくなかった。ところが突如 GPSの表示が極めて正確に

表示されるようになり、その直後に湾岸戦争が勃発した。これをもって開戦が

近いことの予測もできたxiv  。これは戦場の兵士に装備させる軍事用の GPS の

供給が追いつかず商用 GPS受信機で代用させたため、衛星からの信号も誤差の

ない正確なものとなったことによる。 

 

 サイバー空間と宇宙空間は陸海空に続く第 4第 5の戦場である、というのは

今や良く指摘されることとなったが、こう考えてゆくと陸海空に続くというよ

りその前にあるものとさえ言える。もちろん陸海空の小競り合いが戦争になっ

8 

7 

9 

10 
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てしまう場合もあるだろうが、そのような偶発的事故ではなく、意図的な戦争

の開始はサイバー空間と宇宙空間から始めれば勝てる。あるいは「偶発的な」

小競り合いを演出する前に、相手国の衛星を落としておく、相手国のネットワ

ークをダウンさせておく、ということは考えるだろう。それが攻撃によるもの

ではなく故障だとみなされたら大成功といえる。あるいは攻撃元を、相手国内

の PCを砲台として仕立てれば相手国は防御にも困る。 

 

 GPS 妨害の効果については、既に北朝鮮が GPS を妨害して韓国旅客機に大き

な悪影響を与えたことがあるxv  。また、2012 年３月にはオーストラリアをレ

ンタカーで旅行中の日本人学生グループが、GPS を信じてクルマを進め干潮の

海に進入してしまいクルマを水没させてしまったという事件も起きている xvi 。

人間が目視していてもそうなるのであるから無人機は GPSハッキングにかなり

脆弱と言わざるを得ない。また、特定のエリアだけに不正確な GPS信号を送る

こともできるので、防御側は軍事目標、首都などエリアだけ GPS信号を不正確

にするといった手は使われるだろうxvii  。 

 

 またネットワークへの攻撃は、インターネット全体を混乱させるようなこと

が仕掛けられるかもしれない。例えばインターネットの接続先を決めるにあた

り重要な役割を果たす DNS への攻撃などは極めて強力な破壊力を持つ。DNS と

は指定したドメイン名を IPアドレスに変換するものだ。例えて言えば電話帳の

ようなもので、名前で検索すると電話番号が出てくるがそれと同じ機能を果た

す。 

 google.co.jp → 74.125.235.120 という具合である。これはユーザが意識

することはない。世界中の電話帳を書き換え、どの名前で検索しても同じ電話

番号が出るようにしたらどうだろうか。例えばヤフーを指定してもグーグルを

指定しても、DNSは同じ IPアドレス（電話番号に相当）を示すようにハッキン

グしたらどうだろうか。また電話に例えれば、日本人が一斉に 110番するよう

なものだ。確実に電話回線はダウンし、その間に銀行強盗をすれば成功確率は

高い。 

 同様にどのアドレスを指定しても米軍の IP アドレスを示すようにしたらど

うだろうか。全世界の PCがいっせいに米軍の特定サーバにアクセスすることに

なり、ダウンは免れない。一般のユーザは普通にネットを使おうとしているだ

けであるのに、知らないうちに攻撃していることになる。かつてはこのように

利用されることをよく「踏み台」にされる、と表現したが、実体は「砲台」に

11 

12 

13 
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されていると言った方が正しい。 

 米軍としても特定の国だけからの攻撃なら遮断のしようもあるだろうが、全

世界の第三者的な PCが一斉にアクセスしてくるものの遮断は困難である。こう

考えてゆくと気づくのが、中国が自国民に自由にネットを使わせないようにし

ている「グレートファイヤウォール」の裏の目的である。もちろん自国民にフ

ェイスブックやツイッターを使わせないためのものであるが、これは迂回する

ソフトが数種類一般にも出回っており、実は有名無実化してしまっている。し

かしもし中国国内のサーバが国外からの攻撃にさらされた場合、中国共産党は

グレートファイヤウォールを閉じ外からの攻撃を容易に遮断できるのだ。これ

はアメリカにはすぐにはできない防御である。戦争になった場合、海外との接

続はすぐに遮断しつつ国内ではネット環境を活用し軍事行動という狙いは当然

考えているものと思う。 

 

 ところでインフラは軍事と民間とに分かれているのではないか、あるいは分

ければよいのではないかという考えもあろう。しかしそもそもインターネット

は軍事目的であり、民間と軍事で分離されてはいない。つまり、どこからでも

攻撃できるし、軍事目標への攻撃が容易に民間に波及するということでもある。 

 

 さらに言えば、戦争が始まると海の向こうの戦場で兵士だけが戦闘行為の当

事者になるという時代は終り、戦争が始まった瞬間、戦場でもないはずの日本

国内の発電所が止まり大停電となり、電車も止まる、などということにもなり

うる。空港も大混乱をきたし、いきなり日常生活に大きな支障が出る。かつて

は制空権を取られてから空襲が始まるものであったが、現代は制空権を取られ

るかどうかに関係なく国内で空爆にも等しい被害が発生する。戦場と銃後の区

別はない。 

 

■ 「戦争」に代わる用語を作ろう 

 

 太平洋戦争のさいの兵士たちの認識

について述べる。彼らはこれを「いく

さ」と呼んでいた。そして自分たちは

「もののふ」であった。ということは、

これは武器を持った者同士の決闘であ

る、という認識であったということで
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もある。戦闘機に日本刀を持って乗り込んだりする理由の一つがこれである。

（左写真は香港攻撃に出撃するパイロット。社団法人日本映画社「大東亜戦争

撃滅戦記」より）。あるいは予科練平和記念館には日本刀を手入れするパイロッ

トの卵の写真などが見られる。ところがアメリカ側にそのような認識はない。

だから空襲も軍需工場に限らず容赦なく民家

を襲う。東京近辺への空襲が始まったばかり

のころ、最初の爆撃エリアの一つは原宿周辺

であった。このとき日本人は、こんなところ

爆撃して何になるのか、誤爆か、と呑気にか

まえていた。これがその後の被害者拡大につ

ながったという側面があると思う。また、日

本軍の潜水艦は輸送船を攻撃しなかったが、

連合軍は日本の輸送船・民間船に対して容赦

はなかった。左の写真は沖縄戦のさい米軍潜

水艦に撃沈された疎開船対馬丸を記念した

「対馬丸記念館」である。 

 

 さて「戦争」という言葉があるが、今やこれは太平洋戦争を「いくさ」と呼

んでいたに等しい時代錯誤になる可能性が高い。なぜか。既に述べたように戦

争は海の向こうで迷彩服を着た兵隊さんがやるもの、だけでは済まなくなって

いるからだ。 

 

 さらに言えば、無人の装甲車や飛行機、そしてロボットが機関銃をしょって

攻めて来るとき、この操縦は遠く離れたところから行われており、操縦者は屈

強な兵士ではなく「オペレータ」なのだ。これが何を招来するかは本稿のテー

マではないが、ここはよく考えておく必要がある。武器を持った者同士だけの

「決闘」で済んでいた良き時代はとっくに終っているし、局地的な一戦の勝敗

で国対国の勝敗が決まる、国家と国家の「決闘」で戦争が終わった時代も終わ

った。 



58 

 

 ものごとにどのような名前をつけるかということは、それをどのように認識

するか、どのように位置づけるかということである。そしてそれによって取る

べき行動、取るべきでない行動が決まる。前述のように戦争を「いくさ」と呼

んでいたのは最初から時代錯誤の大きな誤りであったし、従って現代のこの大

きな変化をよく認識して「戦争」に代わる用語を作り出すことを提言したい。 

 

 無人機やロボットが戦争をするとなると、

「決闘」的要素が消失し、局地戦で終わる

こともなく、片方が完全に滅亡してやっと

終わるものになるかもしれない。もはや意

思決定の「儀式」ではなく単なる殺し合い

になってしまうのである。 

 

（写真はボストンダイナミックス社のロボ

ット Petman   撮影 村瀬） 

 

 

■ 一騎当千の強者の復活 

 

 逆に復活したものもある。それは「一騎当千の強者」である。これは日本で

は鉄砲導入以来であろうか、長らく廃れていたが、サイバー戦では彗星のよう

に復活したと言える。既知の攻撃手法しかできない凡才ハッカーを 1000人集め

たところで、一人の天才に勝てない。自分の力だけで誰も気づいていない脆弱

性を発見し、システムの悪用法をひらめく天才１人に、凡才はかなわない。凡

人の攻撃手法は全て読まれているのに対し、天才の攻撃はこれまでにないもの

になるからだ。頭数が重要ということなら天才ハッカーは世界の PC のうち 10

万台を乗っ取り攻撃させ、撃退してしまうことだろう。 
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情報システム室は、硫黄島である 

 太平洋戦争での日米は死闘をくりひろげて硫黄島を取り合った。米国側の

損失が唯一日本側のそれを上回ったともいう。なぜこのような小さな島を取

り合ったのか。 

 それは当時の爆撃機 B29の航

続距離、そして護衛機の航続距

離から「逆算」するとここに基

地が必要になるからである。 

 実際、硫黄島陥落後は、B29

は護衛機に守られながら爆撃す

ることができるようになったた

め高度をずっと落としてくるよ

うになった。それまでは日本の

戦闘機がなかなか昇れない高度

1 万メートルで日本上空に進入

していた。 

 

 さて当時の爆撃機の性能から「逆算」すると「硫黄島」が鍵となるわけであ

るが、現代の武器兵器の性能から「逆算」すると現代の硫黄島に相当するもの

はなんだろうか？  

 

 「サイバー空間」と「衛星」が硫黄島に相当すると考える。これらを敵に取

られると一方的にやられることになる「場所」だからである。しかもサイバー

攻撃でインフラをダウンさせる、衛星を撃墜する、ということになれば、これ

は先手が非常に有利な時代になったということだ。真珠湾までとは異なり、敵

に先に撃たせることは非常にリスクが大きくなる。この意味でもこれまでの戦

争とはかなり考え方を変える必要がある。 
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 企業のサーバ室、情報システム室、名前は違うか

もしれないがこういった役割を担われている方は、

もしかすると自らが砲台にされるかもしれないとい

うことを認識しなければならない。 

 言い換えれば、サーバ室は戦場の最前線、硫黄島

の守備隊である、常在戦場、ということである。（左

の写真は山本五十六による書） 

 

 実際、私の大切なお客様のうちの一社から連絡を

いただき、警察から連絡があったのだが…とご相談

があったことがある。「おたくのサーバが某国の某機

関を攻撃しているから今すぐなんとかしろ」と警察

から言われたがどうしたらいいか、と。 

「常在戦場」は誇張ではない。 

 

 

■ 提言：個人情報保護の推進とトラフィック監視 

 

 PCが砲台にされないようにするにはどうしたらよいか。怪しいサイトにアク

セスしない、知らない人からのメールを開かない、ワクチンソフトを入れると

いったことは既によく言われている。しかし上司から現在進行中のプロジェク

トについてのメールが来たら普通は疑いもなく開く。あるいは社長から、次期

ボーナス査定の件、というタイトルの人事部長あてのメールが「誤って」一般

社員に届いたらどうなるだろうか。そして、その上司や社長がなりすましであ

ったとしたらどうなるだろうか。 

 

 例えばまず防衛省幹部の個人情報を集める。そして本人になりすまして部下

たちにプログラムを仕込ませたメールを送る。それはオーダーメイドでかつ「指

令」が来るまで何もせず静かに潜伏するものであったとしたら、ワクチンソフ

トがこれを検出するのは極めて難しい。伏兵として防衛省内部に密か潜み、有

事の際に初めて起動してネットワークをダウンさせる、あるいはノートパソコ

ンであれば乗っ取ったPCのリチウムイオン電池を過充電させるなどして文字通

り爆破させるといったことも起こりうるxviii 。個人情報保護は今後ますます重

要度を増す。 

14 
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 一方、企業等のサーバ管理者にとっては、日々のトラフィック監視がこれま

で以上に重要となる。攻撃前の潜伏期になんらかの怪しい通信をする可能性は

あるのでこれで検知できるかもしれない。また、攻撃の予防はできないにして

も、攻撃が始まったところで気づくまでの時間は短くなる。 

 

 前述した「戦争」に代わる用語を作ること、戦争を視野に入れた個人情報の

保護、日々のトラフィック監視、この三つの推進を結論として提言したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(以上) 
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 本稿で表明する意見は村瀬のものですが、このテーマを考えるにあたり次の

皆様から大変貴重なヒントをいただきました。 

 

Hideshi Sasaki 様  

元米国陸軍上級曹長 空挺部隊、レンジャー部隊、特殊戦部隊を経験 

アフガン・アフリカ・中央アメリカ・イラク等で従軍 ファルージャで

は対IED等にも従事 現 TACTICAL 3RD DIMENSION社 CEO 

 

Dr (Col Ret.) Jerry LeMieux 様  

元米国空軍大佐  

現 Unmanned Vehicle University エグゼクティブディレクター 

兼プレジデント 

 

加藤 健四郎 様   仏印 明号作戦等 

 

山本 哲朗 様   マレー作戦、インパール作戦、インド作戦等 

 

西倉 勝 様   関東軍従軍〜シベリア抑留  

 

島田 昌往 様   第百十一振武隊 

 
1
 The Guardian Ed Pilkington 31 May 2011  “Washington moves to classify 

cyber-attacks as acts of war / Pentagon has concluded that the laws of armed 

conflict can be widened to embrace cyber warfare”  

” 

2元米軍陸軍上級曹長 Hideshi Sasaki 氏談。これを強い動機に氏は３D システ

ムを開発し起業された。 

 
3 本来はクラッキングとすべきだが、ハッキングの方が一般的に知られている

用語であるのでハッキングと記述 

 
4 http://www.uxvuniversity.com 

 
5 The Christian Science Monitor Dec.15, 2011 “Exclusive: Iran hijacked US 

drone, says Iranian engineer” 
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6「衛星ジャマー」等の名称で容易に入手可能。 
7 The Wall Street Journal May 31, 2011 “Cyber Combat: Act of War / 

Pentagon Sets Stage for U.S. to Respond to Computer Sabotage With 

Military Force” 

 
8 AFP BB News 2007 年 1 月 19 日 

 
9 AVIATION WEEK October 31, 2011 “China Key Suspect in U.S. Satellite 

Hacks: Commission” 

 
10 東京電機大学出版局 坂井丈泰著「GPS 技術入門」 

  ナツメ社 「図解雑学 GPS のしくみ」 

 
11 時事ドットコム 2012/5/2   

 The Chosunilbo May 10, 2012 

 
12 Brisbane Times March 16, 2012  "Taking the most direct route to 

Straddie" 

 

13Forbes March 25, 2003 “GPS, The War And You ” 

 

14 リチウムイオン電池の開発にあたっての実験はダイナマイト試験場で行わ

れた。（発明者 吉野彰著「リチウムイオン電池物語」）下記の爆発事故が起きて

いる。 

2012 年 4 月 11 日に米国 GM のリサーチセンターで爆発事故、一人が病院に搬

送された。（The Wall Street Journal April 11, 2011） 

2012 年 6 月 18 日大阪府池田市で産業技術総合研究所で電池のテスト中に爆発

事故。死傷者なし。（ケムステニュース 

http://www.chem-station.com/chemistenews/2012/06/post-717.html） 
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平成 24年度情報セキュリティに関する懸賞論文募集要項 

 

１ 目的： 

  今やインターネットの普及は目覚ましく、世界のインターネット人口は 20

億人と言われております。パソコン一つでどこからでも繋がれるサイバー空

間を訪れるのは、善意の利用者ばかりではありません。企業や政府の情報シ

ステムを狙うサイバー攻撃は、その頻度と悪質さを増してきております。 

  また、諸外国では情報系システムへの攻撃のみならず、制御システムへの

攻撃も報道されています。 

そのような中、昨年は日本の大手企業がサイバー攻撃を受けていたことが

明らかとなり、また、衆議院・参議院の公務用パソコンやサーバーが攻撃を

受けていたことが確認されるなど数多くのインシデントが報道されました。 

  高度化・巧妙化したコンピュータウィルスの蔓延、企業・官公庁における

情報漏えいの多発等情報セキュリティに関する被害は跡を絶たず、適切な対

処がこれまで以上に重要視されてきております。 

  私ども公益財団法人防衛基盤整備協会としては、情報セキュリティの確保

は、防衛基盤の重要な要素との認識に立って、情報セキュリティに関する懸

賞論文を募集するという事業を企画し、多くの方に応募していただくことを

通して情報保全意識を高めるとともに、優秀な作品を表彰、発表することに

より、広く国民の皆様に情報セキュリティに対する知識と技術を広めること

を目的に実施致しております。 

 

２ ２４年度懸賞論文のテーマ： 

  ２４年度の懸賞論文のテーマは、二つであります。 

（１） 一つ目のテーマは、「サイバー攻撃への対応」であります。 

   国や企業の情報システムを標的にしたサイバー空間での攻撃が多発して

おります。 

   大量のウィルスメールを送りつけてサーバーをダウンさせたり、個人情

報や機密情報を盗んだりする事例が跡を絶ちません。 

   多くの人々が利用しているインターネット空間に、サイバー攻撃の脅威

が発生しておりますが、このような脅威に対し、どう対応すべきか。また、

どのように考えていくべきなのか、具体的なご意見や提言を期待しており

ます。 
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  「サイバー攻撃への対応」は、二つの視点からの考察を期待します。 

  一つは、情報システムに対する「標的型メールについて」の考察でありま

す。 

  「標的型メール」とは、サイバー攻撃の一種で、攻撃や機密情報漏えいな

どを目的として特定企業や個人を対象に送りつけられる電子メールのこと

ですが最近増加傾向にあると言われています。 

   その手口、対応、事例などについてのご見解をお願いします。 

   

他の一つは、重要インフラなどの「制御システムへの攻撃について」の考

察をお願いします。 

  「重要インフラ」は、他に代替することが著しく困難なサービスを提供

する事業、「情報通信」、「金融」、「航空」、「鉄道」、「電力」、「ガス」、「政

府・行政セービス」、「医療」、「水道」、「物流」の 10 分野のことであり、

国民生活や社会経済活動の基盤であります。 

  これらに攻撃がなされ、機能不全に陥ったりしたら、国の安全保障にと

って重大な影響を及ぼすことから、対応を考えておくことは大切でありま

す。 

 

（２） 二つ目は、「自由課題」です。 

   上記のテーマの他に、例えば「スマホ時代の情報セキュリティ教育」や

「ソーシャルネットワークとの安全な付き合い方」など自由に設定してく

ださい。 

    

   情報セキュリティの意識向上について、皆様が日頃重要だと考えておら

れる視点からの提言をお願いします。 

   なお、参考までに過去４年間の受賞作品はＢＳＫのホームページに掲載

しておりますのでご参照ください。 

 

３ 応募資格： 

 情報セキュリティに関心のある方で、「情報セキュリティに関する懸賞論 

文募集要項」に同意した方 
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４ 応募規定 

（１） 日本語の論文とし、６，０００～８，０００字以内。 

（ただし、図表は含まない）。 

（２） 表彰の対象は、募集要項により応募のあった懸賞論文。 

ただし、国、地方公共団体その他これらに準ずる機関からの委託を受 

けたり、他に発表したものの転用は除く。 

（３） 募集開始は４月２０日（金）、締め切りは８月３１日（金）到着分まで。 

（４）  図表等を他の文献から転用した場合は、その出典元を明記してくださ 

い。 

（５） 応募作品の様式等 

・Ａ４版 横書き ３４行×３６字を標準とし、文字は１２ポイント。 

ＰＤＦ形式のものとします。 

・論文の提出方法は、メールにてお願いします。なお、当選者には別 

途ＭＳ－WORDで提出をお願いします。 

 Ｅ―mail ： koueki@bsk-z.or.jp 

   ・論文の提出にあたっては、応募原稿の表紙（字数制限に含みません） 

に、「ご自分の書かれた内容にふさわしい具体的なタイトル」を表 

示してください。なお、氏名、連絡先等を必ず記載してください。 

 

５ 報奨の内容（贈賞・賞金） 

  報奨者（個人又はグループ）には、次の賞状等を贈呈。 

（１） 賞状 

（２） 賞金 （最優秀賞１名に対し５０万円、佳作は３名以内） 

 

６ 選考等 

  「情報セキュリティ論文選考等委員会」において、公平、適正に審査し、

結果の発表は、受賞者に対してのみ、平成２４年１１月上旬に通知します。 

 

７ 作品の取り扱い 

（１） 応募された作品は返却いたしません。 

（２） 受賞作品の著作権は、当協会に帰属するものとし、当協会のホームペ 

ージ及び機関紙「防衛調達と情報セキュリティ」等に掲載します。 

 

 

mailto:koueki@bsk-z.or.jp
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文集は、当協会のホームページ(http://www.bsk-z.or.jp)でもご覧いただく
ことができます。このホームページには、皆様のお役に立つ情報を掲載して
おりますので是非ご覧ください。 

 

 
平成２４年度 

「情報セキュリティに関する懸賞論文」受賞作品 
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非 売 品   禁 無 断 転 載・複 製 
発 行 ： 公益財団法人 防衛基盤整備協会 
編 集 ： 防衛調達研究センター論文選考等委員会 

〒160-0003 東京都新宿区本塩町２１番３－２ 

電 話 ： ０３－３３５８－８７５４ 

ＦＡＸ ： ０３－３３５８－８７３５ 

メール ： koueki@bsk-z.or.jp 

Ｈ Ｐ ： http://www.bsk-z.or.jp  
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