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Introduction

近年、サイバー攻撃による個人情報漏えい事故のニュースを見ることが増えた

方も多いのではないでしょうか。世界的にもサイバーセキュリティの重要性が

ますます高まる中で、国内のサイバーセキュリティ市場は、2010年6,500億円

から2018年には1兆円を超え、8年間で150％以上成長しています。

特に、近年の事業においては、業種や規模に関わらずインターネットを利用す

るようになり、Webサイトでの情報発信も活発に行われています。Webセキュ

リティ対策は企業の信用度を高め安全性を確立するためにも実施するべき項目

の一つとして、企業経営の観点からも関心が高まっております。

2021年には東京オリンピックの開催も予定されており、様々な組織ではオリン

ピックに向けたサイバー攻撃対策が行われているかと思います。ただ、これま

でのオリンピックにおけるセキュリティインシデントを振り返るとわかるよう

に、どんなに対策を打っても不足の自体は起こってしまうでしょう。

それでも企業経営において対策をしないという選択肢はあってはいけません。

5GやIotなど、テクノロジーの発展により、企業とユーザー間のインターネッ

トを通じた情報のやり取りはこれまで以上に増えていき、同時にそのスキを狙

ったサイバー攻撃が増えるのは必至です。

今回は、Webのセキュリティ対策に焦点をあて、企業活動でのセキュリティ対

策について、日本を取り巻く大きな課題にも触れながら解説していきます。
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【最新】Webセキュリティインシデント
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公表日 企業名 インシデント概要

2019/5/29 株式会社Y

大手家電量販店が営む通販サイトへの不正アクセス。セキュリティコード含むクレジットカードの情報が37,832件流出した可能性あり。決済

アプリケーションの改ざんによってクレジットカードの登録・変更画面で入力した情報が、そのまま攻撃者のサーバーに送信されるようにな
っていたと見られる。

2019/7/4 株式会社S
公式アプリに組み込まれた決済サービスの「外部ID（Google、Facebook等）連携」機能の脆弱性を攻撃され、第三者によってアカウントが不
正利用される。被害人数は1,574人、被害金額は3,240万688円。7月の開始からわずか3ヶ月でサービスは廃止された。

2019/9/1 N株式会社
大手旅客鉄道会社の運行スケジュール確認サイトにアクセスすると、ご利用者にアンケートへの回答を求める不審なサイトが表示。ウェブサ
イトが改ざんされていた。当該サイトでは個人情報の保有はなく、情報流出はないとするも、不審なサイトからアンケートへ回答した場合、
クレジットカード情報を求められ、入力した場合には流出する可能性があった。

2019/12/5 Z株式会社
調理器具メーカーにて、グループ会社が運営するショッピングサイトが何者かにシステムの脆弱性を突くサイバー攻撃を受け顧客情報最大28

万52件が流出した可能性があり。さらに流出した個人のメールアドレス宛にフィッシングサイトへ誘導するメールが送られ、そこからクレジ
ットカードの情報が流出。

2019/12/9 株式会社P
プレスリリースプラットフォームを運営する同社のサイトに、同一のIPアドレスから1時間あたり約100万件近い大量の不正アクセスが有り、
DBサーバーが高負荷状態となり接続障害。復旧までの期間に配信を予定していたプレスリリース最大203本に影響。

2020/2/18 株式会社K
ホームセンターを運営する同社のWebサイトが第三者からの不正アクセスを受け、利用者の意図とは無関係の外部サイトへ誘導されるように
改ざんされていたことを発表。同被害による個人情報の漏えいの被害はない。

2020/4/1 株式会社S
音楽系事業を展開する同社の公式サイト内の複数のコンテンツについて、外部からの改ざん行為が確認された。6日間公式サイトを停止。
サーバーからの情報流出はない。

2020/7/16 株式会社J
学習塾を経営する同社に対し、脆弱性をついたWebサーバーへの不正アクセスがあり、ホームページ内の全データが消失した可能性がある他、
サービスの資料請求画面から、体験入学に申し込んだ利用者の個人利用が流出した。把握できている流出件数は34,263件。

最近の被害事例

※P19に引用元記載
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被害の原因となる “ 脆弱性 “ とは

※2 IPA脆弱性対策コンテンツリファレンス（https://www.ipa.go.jp/files/000051352.pdf）参照

脆弱性 = ソフトウェア等におけるセキュリティ上の弱点
※1

IPAでは「ウェブアプリケーション(ウェブサイト)」および

「ソフトウェア製品」に大別し、調査・注意換気を実施している。

※1

ソフトウェア

製品の脆弱性

ウェブアプリケーション

の脆弱性

IPAへの脆弱性の届出件数割合
※2

71%

29%

ウェブアプリケーション

の割合が圧倒的に高い

※3

※3 JVN iPedia（https://jvndb.jvn.jp/index.html）に掲載されているような脆弱性

N = 15676

https://www.ipa.go.jp/files/000051352.pdf


8

Webアプリケーションの脆弱性代表例

脆弱性
注意が必要な

Webサイトの特徴
発生しうる脅威

SQLインジェクション
データベースを利用する
Webアプリケーション / Webサイト

・データベースに蓄積された非公開情報の閲覧
・データベースに蓄積された情報の改ざん、消去
・認証回避による不正ログイン
・システムの乗っ取り、他への攻撃の踏み台としての悪用

クロスサイト
スクリプティング

・ログイン機能を持つサイト
・金銭処理が発生するサイト
・以下の技術を利用しているサイト

- Cookieを用いたセッション管理
- Basic認証
- SSLクライアント認証

・本物サイト上に偽のページが表示される
− 偽情報の流布による混乱
− フィッシング詐欺による重要情報の漏えい

・ブラウザが保存しているCookieを取得される
− CookieにセッションIDが格納されている場合、利用者への
なりすましにつながる

− Cookieに保存されている個人情報の漏えい

クロスサイト
リクエスト
フォージェリ

・全てのWebアプリケーション / Webサイト
・以下の機能を持つサイト

−入力内容を確認させる表示機能（会員登録時等）
−誤入力時の再入力を要求する機能
−検索結果の表示
−エラー表示
−コメントの反映（ブログ、掲示板等）

・ログイン後の利用者のみが利用可能なサービスの悪用
（不正な送金、利用者が意図しない商品購入・退会処理等）

・ログイン後の利用者のみが編集可能な情報の改ざん、新規登録
（パスワードの不正な変更、不適切な書き込み等）
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脆弱性への対策

開発〜運用のフェーズに併せた対策が必要

設計 開発 テスト 運用

セキュリティ

要件定義

脆弱性診断

ペネトレーションテスト

セキュア

コーディング

インシデント発生時

の緊急対応体制の整備

フ
ェ
｜
ズ

対
策
例

特に、脆弱性診断とペネトレーションテストは、

継続的・定期的に実施することが望ましい。
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ペネトレーションテストと

脆弱性診断との違い

?
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ペネトレーションテスト脆弱性診断

目的：脆弱性の有無を調べる 目的：特定条件下でのリスク把握

サイバー攻撃のきっかけとなりうる
システムの欠陥を知ることができる

特定の攻撃に対しての具体的な
被害予測の把握、シミュレーションができる

アプリケーションに必要とされるセキュリティ要件をまとめ
た「アプリケーションセキュリティ検証標準や、脆弱性を重
要度に基づき優先順位をつけた「 OWASP Top10 」などの
特定の基準をベースラインとして、そのベースに対しギャッ
プがないかどうかを確認することが目的であり、基準が明確
である。

「外部からサイバー攻撃が行われた場合」「内部犯行者がい
た場合」などのシナリオを想定し、その企業の組織体制や業
務フローなども考慮し、特定条件下で影響（管理者権限をと
られたり重要情報にアクセスされること等）がないかどうか
を検証するサービス。ペネトレーションテストでは、たとえ
ばクロスサイトスクリプティングなど直接「侵入」につなが
らないポイントはチェックされることが少ない。

「ペネトレーションテスト」は「脆弱性診断」の上位互換ではない
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ペネトレーションテストの流れ（例）

診断を受ける企業セキュリティ会社

PBX

ホワイトハッカー ご担当者様

１

２
社内ネットワーク

３

４

対象環境の確認や、禁止事項の確認、
攻撃シナリオ等の事前のお打合せ

ポートスキャン等、既知の脆弱性の
調査（攻撃経路の確認）

侵入攻撃を実行
（マルウェアを特定のPCに仕込む）

情報探索、他のシステムへのアクセス
可否を検証。侵入時の影響を調査

シナリオ：社員のPCがマルウェアに感染、社内ネットワークへ不正アクセスを受けた
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不足するセキュリティ人材



14

16.2%

10.4%

14.3%

10.6%

セキュリティ人材の充足状況

出典：NRI Secure Insight2018

https://www.nri-secure.co.jp/report/2018/analysis_global2018

日本は圧倒的に
不足している

86.9%
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セキュリティエンジニアとは

セキュリティエンジニアの業務内容は、

・既存システムの把握、分析、必要なセキュリティシステムなどの提案・企画
・セキュリティに配慮したシステムの設計・構築
・上記で設計したシステムの導入・実装
（セキュアプログラミングやセキュリティアーキテクチャを考慮）

・上記システム導入後のテスト・運用・保守
・サイバー攻撃に対する調査・診断

など多岐にわたります。

同じITシステムに携わることから、システムエンジニア=セキュリティエンジニアと
思われるケースもございますが、役割が明確に異なります。

システムエンジニアは、あくまで善良な人が製品を正しく使用するという前提のも
とに、必要な機能が正しく動き、正しく動作するシステムを構築する技術者です。

そのため、悪用されることを考え慣れていないシステムエンジニアがセキュリティ
対策を考えると、十分な対策を行うことができないケースもあります。

一方で、サイバー攻撃の攻撃者は悪意があります。セキュリティエンジニアは、攻
撃者に悪意がある前提のもとに、悪用方法を知りその対策をするという、システム
エンジニアとは逆の考え方となります。

特に近年、サイバー攻撃の手口は巧妙化・多様化が進み、対策する上での専門性
はより高まってきております。

少し大げさですが、「サイバー犯罪」を「空き巣」に例えるとすると、
「システムエンジニア」と「セキュリティエンジニア」は、
「大工さん」と「警察」くらいの違いがあると考えてよいのではないでしょうか。
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今求められるセキュリティ対策は？
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前章でも取り上げたように、サイバー攻撃は多様化かつ複雑化しており、

サイバーセキュリティの領域は、システムエンジニアの業務範囲を超えるもの

となっております。一方で企業へ対するサイバーセキュリティ対策のニーズの高

まりは今後も続くことが予想されます。

対策する上で、必ず問題となるのが人材不足です。IPAが提示する情報の中でも

頻出する、「セキュリティリスクの体制作り」や「CSIRTの配置」も人材がいな

ければ不可能です。セキュリティの人材不足に対する課題に関して、内閣サイバ

ーセキュリティセンター（以下：NISC）など、国を上げての対策も始まっていま

すが、不足分を埋めるまでの成果につながるのはしばらく先となりそうです。

このような状況下で、セキュリティ対策をしていくには、アウトソーシングの活

用が効果的です。ただ、セキュリティ対策と一言で言っても、多くの領域が存在

するため、どこから対策を打っていくのがよいか、悩まれる方も多いかと思いま

す。

まずはWebアプリケーションの診断を実施し、脆弱性を知るところから始めるこ

とをオススメします。ほとんどの企業で保有していることと、常にサイバー攻撃

の脅威にさらされている、というのが理由です。定期的に対策をしていない、ま

だ一度も診断をしたことがない、という企業様には早急に診断を実施して頂くこ

とをオススメいたします。基本的な内容の診断であれば、2,30万円ほどで診断が

実施できます。診断実施後、脆弱性が可視化されれば、診断結果に沿った形で対

策を打てるようになります。企業様によっては、対策後の再診断、設計段階から

参画する形での診断等のサービスも展開しております。まずは自社のリスクを認

知し、その後の対策に活かして頂ければと思います。

アウトソーシングの活用とリスクの認知
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最後に

セキュリティ対策には100%安全というものは存在しません。今回メインでご紹介したWebアプリケーションへの攻撃

以外にも、多様な攻撃手法が存在し、企業は常に脅威にさらされ、今後も未知の脅威が出現する可能性もあります。

その中で対策する上でまず重要なことは、リスクの認知及び、最悪の自体を想定できることです。本ホワイトペーパー

では、Webアプリケーションのセキュリティ対策に焦点を当て、最新の被害事例や、課題であるセキュリティ人材不足

にも触れ、必要な対策の概要について記載いたしました。自社のセキュリティ対策を検討している担当者様にとって、

少しでも有益な情報を提供できれば幸いです。

会社名 株式会社スリーシェイク（3-shake Inc.）

本社所在地 〒160-0015 東京都新宿区大京町22-1グランファースト新宿御苑3F・4F

ホームページ https://3-shake.com/

お問合せ
Tel：03-4500-1545

Mali:business@3-shake.com
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