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はじめに 

2015 年も、数多くのセキュリティ侵害があった。そして歴史とは繰り返す運命にある。既知の脅威と新たに発展して

いる脅威が組み合わさり、情報インフラへの猛襲はこれからも続いていく。過去の他者の失敗や不幸から学ぶことが

出来なければ、デジタル世界はいつまでも脆弱性を克服できず、いつか破滅的な結果をもたらす可能性を秘めたま

ま続いていくことになるだろう。このホワイトペーパーでは、2016年のサイバーセキュリティの 10のトレンドについて解説

する。 

※いくつかの用語に、本ホワイトペーパー最終ページの用語集へのリンクを挿入しています。 

 

 

1. デジタル恐喝の完全自動化 

2013年頃から増え始めた新たなタイプのマルウェアがある。ランサムウェアと呼ばれるその多くは、コンピューターシス

テムを乗っ取るとファイルを暗号化するなどして人質に取り、ユーザーに対しデータを解放する代償として金銭を要求

してくるのだ。ランサムウェアのほかにも、近年の悪意あるコードの例としてはアンチウィルスソフトを装ったもの、警察や

法制機関からの警告に偽装したトロイの木馬型のもの、ID を盗み取りアカウントの乗っ取りを目論む精巧なフィッシ

ング詐欺などが登場している。 

また、いわゆる「晒し」も悪意あるオンライン上の行動として増加傾向にある。例えば誰かの隠したい秘密や違法

行為を暴く、あるいはプライベートな情報を勝手に公開するような行為がこれにあたる。「晒し」を受けた人の多くは

周囲の信頼が失墜したり、私生活が荒廃したりするなどの影響を被る。 

そして残念なことに、これら２つの悪意ある行動が合わさることで、デジタル恐喝と呼ばれる新たな形に変化してい

くだろう。単にシステムを人質にとるだけではなく、そうしたマルウェアはドキュメントや画像などさまざまな情報を抜き取

ることができる。抜き取られたそれらの情報はボットネットに転送された上で、被害者は様々な形態の身代金の要求

や恐喝を受けることになる。ハッカーが秘密を保守すると約束した期限までに、被害者に時間が与えられるだろう。だ

が、ハッカーの要求に応えることができなかったそのときは、盗まれた情報はソーシャルネットや掲示板、ファイルサーバ

ーなど幅広くインターネット上にばらまかれてしまうことになる。そしてハッカーは、解放していないデータがある限り、何

度でも被害者を脅迫することができるのだ。 

このタイプの恐喝はいつでも起こり得るし、それこそインターネットが出現する前から存在していた。だが、その時代

は標的となった被害者に対して手動で行われていた。しかし、今はこの人をばかにした行為は自動化されてしまう。

不幸にも感染マルウェアに遭遇した誰かに対して上記のようなことが、加害者が操作を行う必要もなく、完全にオー

トで行われるようになってしまうだろう。 

 

 

2. モバイル決済システムへの侵入 

電子マネーによる決済システムが伸び盛りだ。Apple Pay や Android Pay のような NFC や RFID を利用した

決済システムの人気が高まるにつれ、他の企業や団体も彼ら独自のシステムのロールアウトを試みている。将来的

な利益が見込めるこの潮流に乗り遅れまいと、銀行やクレジットカード会社、モバイル端末メーカーや小売店の複合

企業などが独自の決済サービスを発表している。 

このように、世界はモバイル端末ベースの決済ソリューションへ移行しようとしているように見えるが、実際問題とし

ては広く受け入れられているわけではない。現在利用可能な決済システムを１つでもサポートしている小売り業者
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はまだほとんどおらず、消費者の多くもモバイル決済が可能な端末を保有していない。また小売の現場では、決済

端末が故障しているだとかレジ係がその決済システムに不慣れであることがまま見受けられる。筆者の個人的な経

験としては、自身のモバイル端末でデジタル決済が成功したことはいまだにない。現状では、財布を持たずに外出す

ることはまだ出来ない。 

しかし、「モバイル端末決済がどこでも使えるようにはならないだろう」というのが私の予測ではない。むしろ、今後数

年間でこうした決済システムが利用できる場所は増えていき、消費者もそれを好むようになっていくだろうと考えてい

る。私がする予測は、これらのモバイル決済システムが近い将来セキュリティ侵害を受けるだろうということである。多く

の団体や企業が市場の獲得を競い合う結果、それぞれが独自のシステムを構築しようとしている。こうした競争の激

しい環境下では、得てしてセキュリティが疎かになりやすい。つまり、決済システムおよびそれを利用する銀行、小売

業者、そしてもちろん消費者に損害を与えかねない深刻な欠陥をハッカーが発見しやすい環境であるいうことである。

モバイル決済システムへの攻撃による損害としては、著しい売上損失やプライバシー侵害、不正請求、ID 盗難など

が可能性として挙げられる。 

 

 

3. ウェアラブルからの個人情報流出 

新たなコンピューティングデバイスであるウェアラブル端末が出現し、徐々に人気を伸ばしている。ウェアラブルという

言葉そのものは、身に着けたり衣服に取り付けたりするあらゆるデバイスに用いられるため定義としては非常に緩い。

形態としても様々で、バンドや時計など腕につけるもの、首に掛けるもの、靴に入れ込むタイプ、ベルト型、財布、指

輪やイヤリングなどのアクセサリー、メガネ、帽子やヘルメット、衣服そのもの(スマートアパレル)など、多岐に渡っている。

これらのデバイスの多くが収集するデータは広範囲で、位置情報や活動量、心拍数、ストレスレベル、衝撃、体勢、

高度、速度やその他諸々だ。そして通常、オンライン上の何らかのアカウントと連動して、記録されたデータの分析や

イベントの記録がされるように設計されている。特定の友人との競争や、グループの中や平均との比較など、他のユ

ーザーと自身のデータを比べるような使い方もよく見受けられる。 

こうしたウェアラブル端末とそのクラウドサービスは便利だが、実は私の心配の種だ。新しい市場に飛び込んでいく

企業が、他のあらゆる懸念よりも市場シェアの獲得を優先することはよくある。そうした企業ではセキュリティやデータ

保護は二の次となってしまう。もちろん全ての企業がそうしたケースに当てはまるわけではないが、遠くない未来、ウェ

アラブル端末か、あるいは連携したオンラインサービスからデータ漏洩が起こってもおかしくない。ウェアラブル関連のデ

ータが流出すると、ID の盗難やスピアフィッシング(標的型メール攻撃など)に繋がり、さらには悪質なソーシャルエンジ

ニアリング攻撃のために使われる可能性もある。 

これに関連して、ウェアラブル業界で大きな改革が起こる予兆がある。デバイス越しにユーザーのデータを収集して

いる企業が、そのデータをユーザー個人ではなく企業の所有物として分類しようとする動きがあるのだ。これにより、消

費者はデータを閲覧する権限を持っていてもそれをコントロールすることはできなくなる。通常であれば、もし誰かがデ

バイスやサービスを切り替えたいと思ったときは、そのユーザー自身がデータを前のサービスから取り出して、次に移すと

いう手順になるだろう。もしデバイスそのものの使用を止め、サービスからも退会する際には、アカウントを削除すること

になる。だが、企業がデータの権限を持つのであれば、どちらの場合も企業は収集したデータを保持することができる。

だがユーザーもこの動きに気付き始めていることから、ウェアラブル企業もデータの扱いを変更しなければならないだろ

う。本来であれば、全てのサービスから自身のデータを引き出し、消去する権利はユーザー側にあるべきなのだから。 
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4. 家庭内ネットワークにハッカーを引き込むスマートホーム 

スマートホームのデバイスは世の中に溢れている。住宅関連の製品やサービスを提供するほとんどのメーカーがスマ

ートホームやその他のコネクテッドデバイスを開発、または既に販売している。スマートホームあるいはコネクテッドホー

ムのデバイスとは、一般的に、デジタル的な能力が付加された家庭用品全般を指す。例えばモニタリング、記録、遠

隔管理・操作や自動化などの機能だ。スマートフォンから電灯を点けるなど、他の機器と連携する製品が存在する

一方、スマート HVAC(冷暖房空調設備)制御のようにすべての自動管理機能を１つの機器に組み込むものもあ

る。 

住人の生活スケジュールや日々の行動、あるいは声や指さしなどの指示に応じてくれるスマートホームは近い未来

に現実になるところまで来ている。だが、私たち一般市民にとっては、そのテクノロジーは高価すぎるか、あるいは導入

が難しい。さらに、多くの企業や団体が顧客の利用するスマートホームデバイスの唯一の事業主になることを望むた

め、事態はさらに複雑になる――標準規格やプロトコル、API(application programming interface)が山のように

あり、そしてそれらは相互運用ができない、もしくは他社製品との互換性がないという状況が発生しているのだ。一貫

性と信頼性のある相互運用が実現されない限り、包括的なスマートホームのテクノロジーが広く採用されることはな

いだろう。 

しかし、スマートホームデバイスやコントローラーなど、一部だけでも取り入れたいという熱心な人は意外に多い。完

全に自動化されたハイエンドなスマートホームは高いレベルでのカスタマイズが必要であるため、驚くほど高価だ。だが、

部分的な導入であれば、大きな予算や高いプログラミングスキルがなくてもこの革命を生活に取り入れることができる。

たとえばホームセンターに行けば、今すぐにでも電球やサーモスタット、A/C プラグのコントローラー、セキュリティシステ

ム、IP カメラなど、スマートデバイスが手に入る。 

そして繰り返しになるのだが、スマートホームに関しても、セキュリティへの注意が後回しにされがちであるという、多く

の企業で長年続いている悪い習慣が影響する。2016 中にも、有名な、あるいは利用者の多いスマートデバイス

（またはそのエコシステム）がハッキングされるだろう。スマートデバイスが攻撃されホームネットワークへのアクセスを許

してしまうと、遠隔からのデバイスの操作や監視が可能になってしまう。これによりデータ流出だけでなく、使用してい

るスマートホームの機能によっては、電気・ガス・水道などエネルギーの無駄遣いを引き起こす可能性もある。環境に

よっては、物理的な破損の原因になるかもしれない。例えば、冷蔵庫がハッキングされて庫内の温度が上げられてし

まえば食料が腐ってしまうだろうし、乗っ取られたオーブンが最大出力を出して火事の原因となる、などの危険性もス

マートホームへの攻撃ではないとは言えない。 

 

5. 企業のセキュリティリスクに対する過小評価 

既にお気付きかもしれないが、「企業のセキュリティリスクに対する過小評価」はこのレポートで述べているリスクの多

くの遠因となっている。ここ 20 年ほどで発生したセキュリティ事故はほとんどがこの点に起因しているにも関わらず、組

織は「これまで通り」の振舞いを続けている。なぜ他者の失敗や不幸から学ぶことができないのか、不思議でならない。 

企業は引き続き、次に挙げるようなリスクに晒されるだろう。だがそれらは、常識的なセキュリティソリューションや自

分たちでできる範囲のストレステストなどで防げるはずのものだ。 

 

 ウェブサイトへのインジェクション攻撃に対して防衛していない。インジェクション攻撃への対策としては、入力のフ

ィルタリングや既知の悪意あるシグネチャーとのパターンマッチング、メタ文字へのエスケープなどの手法がある。 

 デフォルトのコンフィギュレーションや設定、アカウント証明書を残している 

 製品のバージョンやパッチを最新の状態にアップデートしていない。生産性や機能性を保証するにはテストの手
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間が必要になるとはいえ、古いバージョンのままでいることはセキュリティ上の問題がある。 

 システム、ソフトウェア、ユーザーなどのアクティビティやイベントのログを残していない。 

 ユーザーのデータや通信を暗号化していない。 

 異なるカテゴリーのデータを異なるストレージコンテナに分けていない。例えば、顧客の課金データはかれらのログ

イン履歴やプロファイル設定などと分けるべきである。 

 

このほかにもまだスタンダードなセキュリティコンセプトはありよく確立されているのだが、それほど広く適用されていな

いのが実情だ。インターネット上に新たに活動の場を広げたばかりの企業や団体は、しばしば先人たちが陥った失敗

を学ぶことなく繰り返してしまう。 

消費者の側も、こうした不備があるかもしれない中で新しい製品を購入する傾向がある。特にアーリー・アダプター

は一般の消費者よりもベータテスターであることを好み、最新のものをその手にするために未知のトラブルの側で生活

し仕事をしたがる。 

ベータテスターになることは危険と隣り合わせであるから、極力避けた方がいい。証明されたセキュリティトラックレコ

ードを持ち、セキュリティ性能と品質で高い評価を受けている製品とサービスのみを買うべきだ。そして製品やサービス

の提供者も、自分たちのセキュリティスタンダードを公表するべきだ。それにより私たちの情報と私たち自身を守るため

の活動をしてくれている企業かどうか、情報を得たうえで製品やサービスの利用を決断できる。この取り組みが確立し

ている市場としては、デジタル認証がある。CPS(Certification Practice Statement) によって規定される CA(認

証局)が電子的な認証を発行するものだ。似たような戦略や手法を、可能な限りすべての IT 関連の業界が取り入

れてくれることを願っている。もし私たちが消費者の立場でこうしたことをベンダーに対して要求していけば、より良いセ

キュリティへ変化を起こすきっかけになるかもしれない。 

 

 

6. インターネットの必須ツールになる広告ブロック 

インターネットは発展を続け、今と 10 年前とはまったく違った世界になっている。私はほかのホワイトペーパーで、フ

ァイヤーウォールやアンチマルウェア対策など、インターネットに接続しているすべてのコンピューターが取り入れるべきコ

アとなるセキュリティツールをいくつか取り上げた。しかし 2016 年はインターネットの状況が再び変化しているため、そ

れに加えて 2 つのセキュリティツールが必須となると考えている。最近のインターネットの進化はウェブの能力の拡大だ。

それにより様々な素晴らしいサイトやサービスが生まれているが、残念なことに悪意あるコードがサイト訪問者に押し

付けられる機会をも生んでいる。 

悪質な広告は 2015 年に急速に出現した。ここで言う悪質とは、広告があまりに積極的過ぎて、常に閲覧者に

マーケティング素材を押し付けている状況を生み出していることを指す。そうした広告が増えすぎたためか、DNT (Do 

Not Track) やプライベートブラウザの利用が注目を浴びている。モバイル向けのコードやダイナミックウェブコンテンツと

して進歩した新しい手法が広告主の利益のために利用されてきたため、広告を常に目にするはめになるユーザーにと

っては非常にストレスの原因となるものになってしまった。インターネットの主な存在意義が広告エンジンへと変わって

しまうと、私たちが閲覧するコンテンツは広告サイトに我々を引き込むためのただのティザーとして使われることになる。 

広告そのものが問題というわけではない。多くのサイトやサービスが広告を通じて収益をあげることで、サービスが無

料で利用できることは周知の事実だろう。私たちは広告へ時間を割き意識を向けることを代償として支払っているの

だ。問題は悪質な存在がウェブブラウザを介して閲覧者のシステムに悪意あるコードを入れ込むための技術で一歩

先を行っていることだ。これにより、無駄なコンテンツの転送が起こり帯域の著しい増大が引き起こされることで、サイ
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トのレイテンシや反応速度が遅くなってしまう。 

これらの問題と戦うため、ユーザーは広告ブロックやスクリプトブロックのツールをインストールし始めている。これらの

ツールは広告とそれに関連したモバイルコードをサーバーからブラウザ―に送られて来ないように防ぐことで帯域を節約

するか、もしくは送られてきたモバイルコードを実行させないようにする働きがある。これらのツールの主な目的は、サイ

トのレスポンスを高めてロード時間を減らすことで、過度に注目を得ようとする広告が原因のいらだちを最小限にする

ことだ。これまで、こうしたブロックツールは技術に敏感なタイプや広告が特に気になってしまうユーザーなど、比較的少

数派の人々が使っていた。しかし、2016 年以降はツールそのものもよりユーザーフレンドリーになっていき、より広い、

技術にさほど詳しくないユーザーもインストールするようになるだろう。この動きはウェブブラウザの提供者によって加速

とみられる。こうした機能を彼らのソフトウェアに元から組み込んだり、そのツールについての議論を SNSやウェブサイト

で広めたりする傾向がある。 

 ウェブブラウザ上でのブロックツールの増加を前提とすると、広告主やサイト管理者は広告戦略の変更を迫られるこ

とになるだろう。不快な広告をユーザーに果敢に押し付けに行く代わりに、ウェブサイトは文脈に沿った表現を用いた

巧みで繊細なアプローチを行い、レイテンシを最小化する努力を行うべきだ。あなたが消費者であるなら、そうしたブ

ロックツールを使ったり、バランスのよい広告を行っているサイトをより頻繁に訪れたり、サイト管理者にサイト上の広告

についてのあなたの意見を知らせるなどの行動によってこの動きを促進することができる。もし広告ベース提供されて

いるサービスを使用しているのであれば、邪魔な広告を排除するためにお金を使うことも一つの選択である。 

 

 

7. 従業員を狙うソーシャルエンジニアリングの増加 

私はしばしば多くの企業でセキュリティ意識が足りないと声を大にしてきたが、もちろん、堅牢で理にかなったセキュ

リティプランを採用した企業もまた数多く存在する。こうした組織に対しては、旧来のハッキング技術はあまり効果が

ないため、ハッカーは攻撃する範囲をより広げることで対応せざるを得ない。 

 こうした背景から、物理的な手法も含めたサイバー攻撃であるソーシャルエンジニアリング攻撃は広い範囲で増加

すると予測される。フィッシング詐欺や、ウェブサイトの偽装、偽造のセキュリティプログラム、偽の SNS 情報、電話で

の攻撃などその形態は様々な。しかし、私は最も大きく増加する攻撃の対象は社員証などの資格証明書と考える。

何故ならそれを手に入れてしまえば、より堅牢に守られている物理的・デジタル上の資産にアクセスできるからだ。 

今日では、セキュリティの専門家は物理的・技術的なエクスプロイトを組織からどうやって隔離するか、よく理解し

ている。これらの実装はコストがかかり継続的な管理を必要とすることが多い。だが、そこまで苦労してもひとつだけ、

もっとも守ることが難しいエリアが残っている。「人」というコンポーネントである。 

人とは生来、ソーシャルエンジニアリング攻撃に弱い存在だ。例えば、威圧、詐欺、わいろ、脅迫、ゆすり、なりす

ましのほか、競争原理、集団心理、希少価値などを利用したものを想像してもらえるとよいだろう。こうしたさまざまな

トリックを駆使して、ハッカーは従業員を篭絡しようとする。誰か１人への攻撃が成功すればそれは組織の中へ侵入

したと同義であるから、その後は徐々に全社員へと拡張することも、脆弱なシステムへのアクセスを得ることもできる。 

こうした手法は過去にもなくはない。だが私は、2016年はソーシャルエンジニアリング攻撃がこれまでで最も活発に

なると考えている。技術的なセキュリティが発達してきた結果、攻撃者はより軟弱で、いまだ多くの企業がその脅威を

見逃している獲物に的を絞るに違いないのだ。 

 

 

8. クラウドサービスへの不正アクセス 
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クラウドコンピューティングは疑うべくもなく流行のテクノロジーだ。そして将来も拡大し続けるだろう。「クラウドコンピ

ューティング」というバズワードがよく分かっていないのであれば、クラウドコンピューティングとは大雑把に言えば、リモート

での仮想化だと理解してほしい。ハイパーバイザーのシステムを保有している組織は何かしらのソフトウェア、OS、ネッ

トワークなどサービスとして提供できるようにセットアップし、クラウドサービスとしてその製品を販売するか、あるいは広

告により収益を上げる。 

もちろん私はこの技術に悪感情を抱いているわけではない。コンピューティングの境界が広がったことは素晴らしい

発展だ。クラウドコンピューティングはほかのどんな手段でも実現できなかった膨大な利益を生み出している。 

しかし、何事もそうだが、クラウドコンピューティングもいい面ばかりではない。あなたのデータが誰かの建物の中にあ

るコンピューターで保存され処理されているということは、あなたの元をデータが離れているとき、様々な侵害を受ける

可能性にさらされているということだ。クラウドという技術の都合上、データの送信、保存、処理が今まで特定の建物

の中で隔離されていた頃とは異なるリスクが存在することは事実として存在する。 

近年中に、クラウドサービス提供者に対する看過しがたいセキュリティ侵犯が起こるかもしれない。その場合、その

影響は公に見える形で数多くの顧客に及ぶだろう。大規模なクラウドサービスは、ショッピングサイト、討論場、SNS、

ファイル保管サービス、スマートホームデバイスのバックエンド、ウェアラブルサービスなど、相応に大きく有名なオンライン

サイトやサービスを顧客にしているためだ。もしも一つのクラウド企業のセキュリティが侵害されると、その企業のサービ

スを利用しているサイトやサービスが広く影響を受ける。結果として、こうしたサイバー攻撃は全ての人のデジタルライ

フにインパクトを与えるのだ。 

 

 

9. ドローンの興隆が生む新たなセキュリティ問題 

ドローン、もしくは UAV(unmanned aerial vehicles：無人航空機)はラジコンの延長として趣味としての人気が

高まる一方、専門分野での利用も進んでいる。無人航空機は測量や動画制作、センサー、報道、法執行、救助

活動、調査、軍事、配達、農地の管理などに高い利便性を発揮する。しかし一方で、ドローンを使えば、法や規則

違反を犯すのも容易いし、プライバシー侵害や騒音の原因、そして武器にもなりえるし、その目的で実際に使われた

こともある。もともとドローンは長らく武器として軍事運用されてきたが、今や民間利用されるようになったドローンが爆

薬や銃、火炎放射器で武装していたと知られるようになったのは最近のことだ。 

2016 年は、民間レベルのドローンがビジネス上、軍事上セキュアな場所に対して深刻な侵害を起こす可能性が

ある。ドローンはセキュリティを破るための無線通信へのアクセスを得ることや、盗聴器や盗撮器を仕掛けることもでき

る。こうした侵害は私有地や制限区域での空撮よりもよほど深刻で、攻撃者から標的に対しての物理的、あるいは

システム上のアクセスを許してしまう。そうしたセキュリティ違反がよくないもう 1 つの理由は、それらがきっかけとなって、

模型飛行機やラジコンなどを含む、UAV 全体を制限する煩わしい法律や規制が制定されてしまう可能性があると

いうことだ 

 

 

10. サイバー戦争の民間への影響 

アメリカを含む世界中の政府や軍がハッキングをサイバー戦争の攻撃的な武器として使っていると言っても、誰も

驚きはしないだろう。報道や攻撃者自らのリークや情報漏えいによってある程度公に認知されていることだ。サイバー

戦争は外国の役人に対するスパイ、敵性エージェントの追跡、あるいは敵国やその同盟国のシステムへの攻撃など

に使われる。 
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一般的に、国家間のサイバー戦争は非好戦的な個人を著しく傷つけるような事態を引き起こしたことはないが、

将来もそうである保証はない。むしろ、今後は国家単位のサイバー戦争の攻撃が罪のない一般市民にとって深刻

な影響を与える可能性がある。だが現実に個人がサイバー上で被害にあった痕跡が明らかになったとしても、その原

因ははじめは開示されないだろう。どの国がどうやって攻撃を行い、被害国の市民の安全とセキュリティを脅かしたの

かは、国家自身ではなくジャーナリストの調査か、情報漏えいがない限り明らかにはならないだろう。 

実被害だけではなく、こうした出来事は攻撃側・被害側の両国の住民の間で憤慨の原因となる。もしかしたらそ

の方法でサイバー戦争が行われたことには正当な理由があるかもしれない。しかし罪のない人々がそれらの戦争行

動によって影響を受けるなどということは避けるべき事態であると多くの人は同意するだろう。この出来事に対する憤

慨は、国際的な対応としてサイバー戦争で使用されるこの種の攻撃を制限する条約の採択を後押しする一因とな

るかもしれない。その場合は、サイバー戦争の攻撃対象を国家や軍に対してのみに限定し、ビジネスや市民へのあら

ゆる障害を避ける方向になるだろう。とはいえ、こうした解決方法だけでは、サイバー戦争が将来どのように行われる

かに対して著しい効果を出すには足りないだろう。  

 

 

まとめ 

ここで紹介した 10 のトレンドのように、2016 年は広範囲に悲惨な結果が引き起こされる土壌が醸成されつつあ

る。このレポートはこうした違反を推奨するものではもちろんなく、これら望ましくない出来事を避け、影響を最小限に

し、実現を妨げるための行動に移すことを呼びかけるものだ。私たちは自分たち自身の安全に対して注意を払う責

任がある。それは現実世界だけではなく、新たに獲得したデジタルの世界でも同じだ。私たちはまた、私たちの友人、

家族、そして隣人の安全も考慮して行動する責任がある。この星の市民として、誰もが悪意ある行動や出来事か

ら保護されることを支援する義務がある。 

注意を払おう。積極的になろう。そしてみんなで、安全を確保しよう 

 

著者(ジェイムス・マイケル・ステュワート)について 

CISSP や CompTIA Security+、ホワイトハッカー、デジタルフォレンジックについての講師として活躍。 

様々なセキュリティ関連の資料や試験、練習問題やトレーニング映像の制作に携わり、またセキュリティをはじめネットワー

クや各種資格関連の書籍も多く手掛け、共著の数は 80 以上に上る。CISSP Study Guide, 7th Edition and 

CompTIA Security+ Review Guide: SY0-401の著者の一人でもある。 

CISSP, CEH, CHFI, ECSA, and Security+の資格保持者。 

 

トレノケートのセキュリティ研修 

全社員向けのオンライントレーニングから高度なセキュリティ専門職を目指す方向けの実践的なハンズオントレーニングま

で、ご要望に合わせて提供できます。ご相談費用は無料で研修計画をサポートする「研修コンシェルジュ」もご用意してお

りますので、ぜひご利用ください。 

 

お問い合わせ窓口：https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form-agreement.aspx 

※研修コンシェルジュご利用をご希望の方は、お問い合わせ区分に「研修コンシェルジュ」をお選びください。 

  

https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form-agreement.aspx
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セキュリティ用語集 

ボットネット： 

悪意のある攻撃者によって構築され、インターネット経由の命令によって遠隔操作をされてしまっているコンピュータ群の

こと 

インジェクション攻撃： 

攻撃者が、サーバーにデータベースを操作する SQL 文やコマンド、JavaScript といったスクリプト文などを送りこむことで、

想定外の動作をさせる攻撃 

シグネチャー： 

ウイルスのコードに含まれるユニークな一連の文字および数値 

メタ文字： 

その言語の文法や処理系にとって特別な意味や機能を持つ文字や記号（およびその並び） 

エスケープ： 

メタ文字を一定の規則に従って別の文字列に置き換えること 

CA(認証局)： 

電子証明書の発行、更新、失効などを行う機関またはサービス 

DNT： 

米国連邦取引委員会（FTC）が 2010 年に勧告した、プライバシー保護に関する枠組みで、Web 上でのトラッキン

グ（行動履歴の追跡）を拒否する仕組み 

ソーシャルエンジニアリング： 

人間の心理的な隙や、行動のミスにつけ込んで個人が持つ秘密情報を入手すること。話術、盗み見、盗み聞きなど

の手段も含まれる 

 

調査、執筆：Global Knowledge Training LLC. 

翻訳：トレノケート株式会社 network with Global Knowledge 
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