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事業継続を支える

ぷろろーぐ 卓球台 ／ 鈴木 幸一

〃

Topics

サービス

企業活動を継続する際のリスクに対し、
インターネットと
は何をすべきか？ ／ 山井 美和
サイトの

対 策 ／ 鈴木 透

情報通信環境とともに変貌するセキュリティ事情 ／ 齋藤 衛
有事に負けないサポートセンター 運 営 ／ 菅原 史

人と空気とインターネット

によるフィッシングメール対策

自 動 化・機 械 化の行く末 ／ 浅羽 登志也

Technical now

〃

卓球台があるのか﹂と、誰もが訝しく思っ

きて、その存在を知った社員は、
﹁なぜ、

にして立て掛けられていた卓球台が出て

引っ越しの折、倉庫の奥からバラバラ

﹁卓球台が出てきましたが、
どうしましょう﹂

聞こえてきたりした。社員の服装も、一

夜逃げをしてないのね﹂と、
ＯＬの言葉が

スに視線を走らせては、
﹁この会社、まだ

不気味な花を咲かせていて、そんなオフィ

のうえには、日除け代わりの黒い雨傘が

西日を避けるために、パソコンやサーバ

くれた元卓球部だったという経理の社員

卓球台であり、憂さ晴らしに付き合って

てくれたのは、長いこと眠っていたこの

葉を語り続けるしかなかった日々を救っ

ないまま、
﹁なんとかなるはず﹂という言

不安になっていた社員に、見通しもつか

なかったのだろう。

たらしい。不要物はすぐに廃棄して、無

きるような空間をつくりましょうか﹂

球部だったという経理担当者といつも逃

﹁卓球ができる空間があるといいな。ど

そんな言葉をかけてくれた。

もない不用なモノとわかっていながら、

ない卓球台である。今後、利用すること

﹁廃棄していいですか﹂

げ込んだ場所が、卓球台が置かれた空き

うしようもない時は、体を動かすほか、

ある時、
見るに見かねたビルの所有者が、

部屋だった。一年半後には解体される予

逃げる道はないですよ﹂

ＩＩＪのオフィスで、地下鉄の国会議事

一階のショウルームだったスペースが

たのはＩＩＪだけといった頃である。

た企業が次々と移転し、最後まで居残っ

わせ、日を経るにしたがい、入居してい

のことである。解体のスケジュールにあ

りて始まったのがＩＩＪで、一九九二年

ど卓球に打ち込むようになった。そんな時

金の当てもない月末など、筋肉痛になるほ

になってしまったのである。給与を払う資

に逃げ込んでは、汗を流すのが日課のよう

た。以来、月末ばかりか、なにかと卓球場

には内緒にした私の卓球場が仕上がってい

広い空き部屋に卓球台が設置されて、社員

翌日の夕方、
﹁できましたよ﹂と、結構、

ない思い出の遺物である。いつか、若い

んでいる私だが、この卓球台は忘れられ

過去は振り返るなと、社史の編纂すら拒

るように、
卓球台も消えていくに違いない。

げの時期のＩＩＪを知る社員がいなくな

きない卓球台なのだが、いずれ、立ち上

答える。私にとっては、忘れることがで

倉庫に入れておいてよ﹂と、なにげなく

だが。●

社員が使ってくれると、本当に嬉しいの

堂前駅に近い角地ということもあって、

資金繰り、役所との不毛な長い折衝 ……

期が一年半ほど続いた記憶がある。
ていた。ブラインドを買うお金もなく、

人通りが途切れることのない舗道に面し

﹁ま、いままで生き延びてきたのだから、

新しいオフィスには、まったく馴染ま

定だったビルの一画を、破格の賃料で借

月末、給与を払う時期が来ると、元卓

﹁卓球でもしますか﹂

である。毎月、茶封筒にささやかな給与

力の強さに改めて魅了されました。

年中、洗い古したＴシャツとジーンズ、

銀杏並木を歩きながら、自然の生命

駄なスペースを切り詰めていたＩＩＪの

データの保存の仕方があったら…。

を入れて、
﹁今月はこれだけ﹂と、社員に

銀杏のように2 億年も生き続けられる

貧しさを絵に描いたような光景だった。

なるのだということを実感しました。

倉庫の片隅で、長いあいだ利用もされず、

データも大切に保存しなければ、なく

渡す役まわりはストレスばかりが増すわ

データがあっけなく消えてしまいました。

﹁鈴木さん、
どこでも空き部屋があるから、

先日、PCの調子が悪く、保存していた

眠り続けていた卓球台に、社員が訝しい

存在し、生きた化石とも呼ばれています。

けで、運動で発散する以外に、やり場が

銀杏は約２億５千万年前から地球に

使っていいですよ。なんか気晴らしがで

表紙の言葉 末房志野

目を向けたのは当然である。
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事業継続を支えるITサービス

Topics

東日本大震災を機に“事業継続”を再考する動きが広まったが、

企業活動を継続する際の
リスクに対し、
インターネットとITは
何をすべきか？

ＩＴ環
リティ事故などの人的災害まで︑

地震や水害などの自然災害からセキュ

して実行することになります︒

ステムを構築し︑事業継続計画書を策定

それをもとに事業継続マネージメントシ

妨げるような事象は日々発生しています︒
ＩＴ環境は︑企業の事業継続に必要不可

様々な事象から設備やお客さまを守り︑

よ う なＩＴサ ー ビ ス を 提 供 す る 側 は︑

せていることと思います︒一方︑我々の

ればなるほど︑企業のＩＴ担当者を悩ま

を継続していくことは︑事象が複雑にな

ＩＴ環境を様々な事象から守り︑事業

いった幅広い活動に支えられています︒

日々の運用・管理や統制︑そして監査と

うえで︑事前に必要なリソースを割り当

被害を想定し脆弱性の存在を認知した

考える柱になります︵右頁イラスト参照︶
︒

対応までを定めておくことが事業継続を

の事前対策の実施と被害発生時の緊急時

に︑被害想定とリスク評価から︑脆弱性へ

リスクに対して必要な処置を講じるため

ソースを確保できるよう︑想定され得る

緊 急 時に 事 業 継 続に 最 低 限 必 要なリ

欠な道具であり︑その整備にとどまらず︑

サービスを安定的に維持・継続すること

て︑対応計画として策定していきます︒
ネットワークやシステムの設計時点か

たことを考える際のヒントになるよう︑

か﹂
﹁何を重点的に対応すべきか﹂といっ

﹁どのような 組み 合わせが 最 適
べきか﹂

うな点を意識してＩＴサービスを選択す

今回の 特集では︑お 客さまが﹁どのよ

常に見直すようにして︑事業継続計画を

か？﹂という点から脆弱性と被害想定を

﹁事業継続に必須なリソースは何なの
つ︑

社の事業のコアコンピタンスを意識しつ

能なサービスを選択します︒そして︑自

ら二重化・冗長化を図り︑それに適応可

実際の事例や普段︑我々が注意している
事項のなかから︑リスクに備えるという
視点に即した内容や最新トレンドをまと

めてみました︒

リスクを考えるとき︑その分類方法を

最初に︑企業の事業継続の考え方から
計画の策定までを簡単に説明します︒流

検討する必要があります︒一例として︑

リスクの 分 類

最新の状態に維持︵変更︶する ――
これ
が事業継続計画の基本になります︒

たっています︒

あるとの認識を持って︑日々の業務にあ

が︑お客さまの事業継続にとって必須で

事業継続の考え方

境に障害をもたらし︑企業の事業継続を

特集イラスト／STOMACHACHE.

れとしては︑事業継続の基本方針を定め︑
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事業継続を支える
IT サービス
思うように進捗していないケースも多いのではないだろうか？

本特集では、ITサービスの面から事業継続のあり方を整理・提案してみたい。
IIJ 執行役員
サービスオペレーション本部長

山井 美和

事業継続を支えるITサービス

想定される脅威
業務実施場所

天災、事件、事故
通信サービス設備

損壊、障害
利用している他社サービス

障害
復旧作業の実施

ライフライン

テロ、事故
非常時の調査、物資の事前確保

非常時対応の要請

社員

病気
関連会社

契約による取り決め

業務内容変更

業務委託

経営不安
資金

保険契約、現金のプール

緊急融資

社会環境

政変、テロ

緊急時対応
人材・業務

要員確保、業務分散、協力体制構築

体制変更、業務縮退
設備・建物

分散構築、冗長設備構築

代替設備の利用
情報システム

システムの二重化

代替設備の利用
情報・データ

バックアップ構築
ライフライン

物的被害

事前対策

人的被害

理機能の維持︑弊社のサービス提供と業

請け負ううえでの運用︑弊社の経営や管

さまからアウトソースされたシステムを

事業継続に必要なサービスの運用︑お客

供するサービスを考えると︑お客さまの

ＩＩＪにとっての事業継続は︑弊社が提

クとしては ――
①人員が不足して業務が実施できなくなる︒

次に︑人的被害が発生した場合のリス

④業務に就く人員の移動が困難になる︒

③サービスを代替できる機能がない︒

︒
②回復までに時間を要する︵日単位︑週単位︶

①サービス機能を維持できなくなる︒

響の度合いを数値化し︑脆弱性につなが

を考え︑その被害がお客さまに与える影

●他社のサービスに依存︒

務遂行を支える重要な社内インフラ︑以
②外部に委託している業務が実施できな

脆弱性を認知し︑想定されるリスクへの

これらについて 想 定 事 象 毎に 自 社の
思いますが︑次の段階の作業としては︑こ

あり︑挙げていけばまだまだ出てくると

ここで例示したリスクはほんの一部で

くなる︒

業形態や事業継続に対する優先度に応じ

でしたが︑実際の分類では︑お客さまの事

合は︑通信サービスの提供者という立場

策と緊急時対応を実施します︒弊社の場

能性が高そうなリスクについて︑事前対

こうした分類作業を通して︑発生の可

なっています︒

対策を事前に検討する︑という作業を行

るリスク要因の存在場所をあぶり出して︑

このように想定脅威に対する被害箇所

上の四つを事業継続活動の範囲として捉

対応を事前に検討して定めていきます︒

れらのリスクを複数の切り口から分類し

えています︒

ただ︑リスクに対する考え方は︑それぞ
て検討していきます︒

通信サービスの提供者としては︑お客

ていきます︒
さまへの影響の度合いを判断し︑それを

ればならないので︑自社の事業活動に与
えるリスクを 最初に 分類する 必要があ
もとにリスクを分類します︒

まず︑お客さまの事業継続に重大な影

前対策と緊急時対応を見ていきます︒

からは︑そうしたリソースについての事

弊社内のリソースが考えられます︒ここ

を与えるリスク要因の存在場所の一つに︑

さまの事業継続に直接的かつ重大な影響

通信サービスの提供者としては︑お客

対策の立案と 実施

れの 企業の 特性に 応じて 定義されなけ

ります︒その 方 法 論はいくつかあると
Ⓐお客さまの事業継続に直接関わり︑重

ま側で代替手段の確保が可能︒

Ⓑお客さまの事業継続において︑お客さ

大な影響を与える︒

思いますが︑ここでは︑上表のような被
害パターンの分類を用いて︑リスクを想
定します︒

これは 一 例に 過ぎず︑事 故・不 祥 事・
Ⓒお客さまの事業継続に与える影響が軽
微︑もしくはない︒

訴訟などによる企業の信用に関わる被害

といったものも想定されますが︑本特集
弊社の場合︑このような分類で考えて

ビス提供を維持することによって︑お客

響を与えるサービスを抽出し︑そのサー

また︑想定脅威への対策を考える際は︑

います︒

は︑ネットワークやシステムを扱うＩＴ
部門を対象としているので︑事業継続の

ための物的被害と人的被害に分類したリ

ソース確保のための対策を定めます︒

●ＩＩＪ社内︒

ＤＮＳ︑メールといった 基 本
ティング︑

さまの 事業継続が 可能となるようにリ

それによって脆弱な部分に物的被害が発
●業務委託先︑
派遣会社︒

な物的被害をもたらした自然災害への対

要となります︒

生した場合のリスクを挙げますと ――

て︑常に最新の状態を維持するようにし

応として︑二〇一一年三月一一日の東日

リスク要因の存在場所から見た分類も必

サービスが不可欠です︒これらが正常に

なければなりません︒そうした対応をと

本大震災の際にも活かされました︒

想定される脅威が現実のものとなり︑

スクにフォーカスして考えます︒

提供できないと︑お客さまの事業に重大

るために︑それを支える体制がしっかり

インターネットを利用するには︑ルー

な影響が及びますので︑これらのサービ

もちろん︑それ以降も事業継続計画を

していることを確認するのも重要です︒

見直しながら︑リスクの再評価・対策の
変更などを地道に行ない︑
﹁お客さまの事

クを軽減し︑事業継続を支える体制が強

さまの事業継続を困難にするようなリス

れていると思います︒弊社では︑会社全

機管理体制を敷くことが計画にも定めら

事業継続を考える場合︑会社単位で危

ほど次から次へと様々な案が出てくるも

事業継続については︑考えれば考える

具体的な体制と は

ス提供を途切れさせない体制が必要とな
ります︒
上表は対策の一例ですが︑こうした対

業継続を支えることが弊社の事業継続で

化されます︒

体の危機管理を指揮する部署を頂点とし

始めて︑リスクに備えるには事業継続を

のです︒今回は︑一般論的なところから

策をとることで︑弊社内に存在する︑お客

これらの項目のなかにはその企業の脆

活動領域毎に対策本部を組織して︑対応

﹁リスク分類﹂の冒頭で述べた四つの
て︑

ある﹂という考えにもとづいて︑体制を

弱性に該当するものもあり︑そうした部

運営しています︒

分を少なくすることは︑通常の業務でも

の 重 要 度が 異な っ て き ま す が︑直 接 関

リソースもあり︑企業によってリソース

業本来の事業活動と直接関わっていない

策を中心にとりまとめ︑平時から準備を

た役職員は︑通常組織のなかでは事前対

的に設置します︒対策本部長に任命され

対策本部は︑既存の組織をもとに横断

時に︑お客さまの事業継続を支えるには

ければならないのは当然のことです︒同

業継続を第一にサービス提供を行なわな

サービスの提供者として︑お客さまの事

中心に 述べてきましたが︑
ＩＩＪは 通信

どのように考えればいいか︑という点を

わっていないからといって︑それに対す

行ない︑いざ緊急事態となった場合は︑迅

自分たちの事業継続ができていなければ

にあたるようにしています︒

る考慮を怠ってはならないものも少なく

速に対策本部を立ち上げて︑行動に移せ

ならず︑自分たちの事業継続を担保する

求められます︒場合によっては︑その企

ありません︒

るよう定期的に訓練しています︒
ていると思いますので︑事業継続に必要

提供する通信サービスをご利用いただい

の活動を行ないやすい環境を整えておく

りますので︑日頃からこうした組織横断

企業では常に組織変更や人事異動があ

本特集で紹介するいくつかの事柄 ――
設備や体制の事例︑情報セキュリティに

ています︒

ＩＴ部門では︑弊社のような事業者が

な対策がとられたサービス︑複数のサー

ことも重要だと思います︒

ためにも︑日頃から準備・対策を行なっ

ビスを利用することによる冗長化︑緊急

自然災害だけではないリスクに備えると

対する脅威や漏えいリスクの低減などが︑

フラットな体制で役割を決めておき︑召

いう観点からも︑お客さまの事業継続を

対策本部は︑複雑な階層を設けないで︑
集がかかるとその役割に徹してもらうよ

考える一助になれば幸いです︒●

要だと考えられます︒

また︑これらの対策は一度実施すれば

う定めています︒こうした体制は︑大き

時にすぐ使えるサービスの契約などが必

完了するものではなく︑継続的に評価し
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被害対象
被害パターン
リソース

事業継続を支えるITサービス

クラウドサービスを用いることで、低コストかつ簡便に対策を講じることができる。

ＩＴシステムのＢＣＰ対 策では︑一 般

に業務に直結する基幹システムや業務系
システムの 対策が 優先され︑
ＷＥＢサイ
トの対策は優先度が低いのが現状です︒
しかしながら︑企業のコーポレートＷＥ
Ｂサイトや自治体の公式ＷＥＢサイトは︑
事故や災害発生時に事業への影響や対応
状 況を 迅 速に 伝え︑顧 客や 関 係 者と コ

ミュニケーションをとるための 重要な
ツールとなります︒
特に大規模な災害や事故では︑社会的

な混乱や不安から風評などが広まりやす
くなるため︑公式情報を常に発信し続け
ることは︑企業や組織の社会的信頼を維
持するうえで非常に重要です︒そこで本
稿では︑
ＷＥＢサイトの 災害対策につい

て紹介したいと思います︒

ＷＥＢ サイトの 災 害 対 策
ＷＥＢサイトの災害対策で考慮すべき

ポイントは左記の四点です︒
①地理的に離れた場所にＷＥＢサイトを
分散配置する︒
②バックアップサイトに切り替える仕組
みを備える︒
③災害後のアクセス集中により︑閲覧不
能にならないように備える︒
を整える︒

④ＷＥＢサイトの情報を更新できる環境
以上のポイントを押さえた対策は︑ク

ラウドサービスを活用することで比較的

アップサイトに切り替わる仕組みを整え

予想されます︒そこで︑自動的にバック

レーションを行なうことがむずかしいと

す︒しかし有事の際は︑このようなオペ

トに向けるようＤＮＳの設定を変更しま

を︑メインサイトからバックアップサイ

ＵＲＬに紐づくグローバルＩＰアドレス

ことができます︒追加したサーバのセッ

サーバの設定を引き継いだコピーを作る

ング機能を利用することで︑契約済みの

強が可能です︒サーバの追加はクローニ

ンラインでサーバの追加やリソースの増

ケージサービスでは︑管理者画面からオ

効です︒
ＩＩＪ ＧＩＯホスティングパッ

プグレードできるクラウドサービスが有

ない・止まらないＷＥＢサイトを構築で

①から③のポイントを押さえて︑落ち

を整える︒

④ＷＥＢサイトの情報を更新できる環境

セス急増に耐えることができます︒

平常時はコストを抑え︑災害時にはアク

レーションサービスを使うようにすれば︑

り替わったときのみコンテンツアクセラ

サービスによりバックアップサイトに切

簡単に︑短期間で実現できます︒ここか

ておくのが理想です︒

トアップの時間を短縮し︑迅速にＷＥＢ

きたとしても︑災害時にＷＥＢサイトを

に複数の設備を有しており︑利用者はど

③災害後のアクセス集中により︑閲覧不

アクセスできます︒

ことなく︑メインサイトと同じＵＲＬで

アップサイトへの切り替わりを意識する

ＷＥＢサ イ ト の 利 用 者は︑バ ッ ク
の で︑

自動的にバックアップサイトに誘導する

メインサイトが停止したら︑アクセスを

応じて自動的にアクセスを分散させます︒

サイトの稼働状況を常に監視し︑状況に

このサービスは︑地理的に離れたＷＥＢ

アクセス増に対してＷＥＢサーバの負荷

ドの配信設備で処理されるため︑急激な

セスはＷＥＢサーバの手前にあるクラウ

します︒
ＷＥＢサイト 閲覧者からのアク

Ｂコンテンツをキャッシュし︑高速配信

ＩＩＪバックボーン上の配信設備にＷＥ

サービスが効果的です︒このサービスは︑

Ｊ ＧＩＯコンテンツアクセラレーション

態も 想定されます︒そうした 場合︑
ＩＩ

レーションを行なうことがむずかしい事

しかし有事の際は︑サーバの増強オペ

信 は︑ L 2 TP/IPsec
やＳＳＴＰな ど で 暗

利用すると︑クライアント端末からの通

ＩＪ ＧＩＯリモートアクセスサービスを

Ｉ
けておきたいのがセキュリティです︒

そうした環境を用意する場合︑気をつ

新できる環境を用意しておきましょう︒

備えて︑リモートからＷＥＢサイトを更

も使用できるとは限りません︒万が一に

トの更新に使用している環境が災害時に

りません︒しかし︑平常時にＷＥＢサイ

タイムリーに更新できなければ意味があ

ルーム 内に 設置されたメインサイトの

一 例を 挙げ る と︑東 日 本の 自 社サ ー バ

ＩＩＪ ＧＩＯは︑東日本︑西日本︑海外

果的です︒

バックアップサイトを配置することが効

関する対策では︑地理的に離れた場所に

そうした災害時のＷＥＢサイト停止に

ることが想定されます︒

の地域の設備を利用するか選択できます︒

能にならないように備える︒

号化されます︒また︑接続元ＩＰアドレ

アが 大きな 役 割を 果たしました︒ソー

ションサービスは初期費用が０円で︑転

ＩＩＪ ＧＩＯコンテンツアクセラレー

モートアクセスを実現できます︒

基幹系や業務系のシステムに比べると低

シャルメディアの普及により︑情報が拡

コストで実現できます︒さらにクラウド

送量に応じて課金されるため︑必要なと

アップサイトにのみＩＩＪ ＧＩＯコンテ

を利用すれば︑資産を持つことなく︑短期

散・共有される速度が飛躍的に高まりま

正確な情報を求める人々のアクセスが殺

ンツアクセラレーションサービスを利用

間で 実 現 可 能です︒ぜひ︑
ＷＥＢサイト

ＷＥＢサイトの災害対策はシンプルで︑

到し︑
ＷＥＢサイトがダウンしてしまう

し︑先の広域負荷分散サービスと組み合

のＢＣＰ対策の参考にしていただけまし

備えた上手な利用方法としては︑バック

事態が多発しました︒

わせます︒平常時はメインサイトでアク

たら幸いです︒●

きに必要な分だけ利用できます︒災害に

こうした急激なアクセス負荷に備える

セ ス を 処 理し︑災 害 時に 広 域 負 荷 分 散

公共インフラなどのＷＥＢサイトには︑

には︑迅速にＷＥＢサーバを 追加・アッ

したが︑その情報源となる企業・自治体・

してツイッターなどのソーシャルメディ

を 軽減し︑
ＷＥＢサイトのダウンを 防ぐ

ＩＩＪ ＧＩＯの 西日本
バックアップに︑
設備を利用するといった使い方です︒も

ちろん︑メインとバックアップの両方を
ＩＩＪ ＧＩＯの東西設備に分けて配置す

ることも可能です︒
みを備える︒

②バックアップサイトに切り替える仕組

メ イ ン サ イ ト が 停 止し た ら︑迅 速に
バックアップサイトに切り替えなければ
ＷＥＢサイトの 切り 替えに
なりません︒
ＤＮＳによる 名前解決の 仕組みを 利
は︑

ンタイムパスワードを利用した安全なリ

東日本大震災では︑情報伝達の手段と

Ｊ 広域負荷分散サービスが効果的です︒

自動的な切り替えを行なうには︑
ＩＩ

サイトを増強できるのです︒

鈴木 透

スやＭＡＣアドレスでの接続元制限︑ワ

災害では︑広い地域で電力の供給が止ま

IIJ ソリューション本部 エンタープライズソリューション部
基盤ソリューション開発課長

ことができます︒

こり得ます︒また︑大規模な地震や自然

わたりシステムを復旧できない状況が起

タセンターに損傷が生じると︑長時間に

火災や事故によりサーバルームやデー

分散配置する︒

①地理的に離れた場所にＷＥＢサイトを

解説していきます︒

ＧＩＯ﹂を利用した対策をポイント毎に

らは︑
ＩＩＪのクラウドサービス﹁ＩＩＪ

WEBサイトの災害対策は後回しにされがちだが、

用します︒
ＷＥＢサイトへアクセスする
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WEBサイトのBCP対策

情報漏えいが発生すると︑企業は信頼
撃などの脅威に対して︑セキュリティ製

から手をつけていいのか分からない﹂と

も考慮する必要があり︑当事者は﹁どこ

備えるだけでなく︑内部からの持ち出し

情報漏えい対策は︑外部からの攻撃に

タリング︑検知プロセスとプロシージャ

〃保護

速やかに検知し︑影響度を把握すること︑

︵ DETECT
︶することです︒異常な活動を

三つ目は︑保護した対象の異常を 〃検知

四 つ 目 は︑ 検 知 し た 事 象 に 〃対 応

〃

対策による効果の継続的なモニ

〃

いうのが実情です︒本稿では︑組織がと
の確立と維持が主な活動にあたります︒

〃

護 の活動にあたります︒日本の上場企

品の導入︑担当者のトレーニング︑アクセ

対する危機意識は︑世界中で国家レベル
業が内部統制監査制度に対応する場合︑

ス制御などの対策を実践することが 〃保

にまで高まっており︑政府や企業にとっ
以上の二つの管理活動はその対象に入っ

クを負うことになります︒情報漏えいに

てその対策は︑もはや先延ばしできない
ていると思われます︒

の失墜や賠償金の支払いなど多大なリス

状況にあります︒

るべき方針︑情報漏えいの危機︑対策など

〃

を理解しているか︑〃回復 活動を支援す

活動を進めているかなど︑実際のインシ

五つ目は︑もっとも重要な活動である

〃回復

響を 受けたシステムを 復 旧するために

〃

することです︒組織が保護すべき対象を

ちろん外部ともリレーションを持って︑

〃

＊

が 作 成し た

〃

昨年二月一三日︑米国ではオバマ大統

るための分析やインシデントの除去に努

〃

を紹介します︒
︵ RESPOND
︶することです︒異 常な 活 動

領により情報漏えい対策に関連する大統

めているか︑過去の教訓を生かして改善

組 織 が 行 なうべき 対 策
か︑〃対応 にあたる当事者が十分な責任

を検知した際に対応計画を作成している

領令︵ Executive Order 13636
︶が発令され︑
米国立標準技術研究所

デント・レスポンスを行なう活動にあた

策目標基盤として組織が行なうべき五つ

の管理活動が示されました︒
︶で す︒攻 撃 に よ り 影
RECOVER

明確にして︑管理に向けた棚卸しを行な

評判の修復や情報共有の状態を確認する

〃回 復︵

い︑組織が定めているガナバンス要件や
活動にあたります︒

〃保
〃

〃

これらの管理活動のうち︑〃特定
〃

〃

〃

復 まで含めた対策を実施している組織

を正確に把握する必要があります︒また︑

ていない組織は︑危機意識を持って現況

ど︑セキュリティ対策システムを導入し

セキュリティ意識を持っているか？ な

れることのないよう︑組織全体が十分な

ユーザが無意識のうちに攻撃者に利用さ

れば︑できてしまう環境﹂を除いていく

情報持ち出しなども含めて︑
﹁やろうとす

とで危険性は減らせます︒また︑不正な

〃特定

にすることは不可能ですが︑情報資産を

管理不備や誤操作による漏えいをゼロ

での 制 御 ︑ＩＤＳ／ＩＰＳ︑ＷＡＦ︑標 的

リューションを利用したファイアウォール

実施可能なものも多く︑弊社のサービスやソ

情報漏えい対策は︑ネットワークの領域で

必要かつ効果的なセキュリティ対策のご

が得意とするネットワークの領域から︑

〃

は少ないのではないでしょうか︒日本で

セキュリティ対策システムを導入してい

ことも大切だと思います︒ユーザを信頼

型対策による挙動制御︑ウェブプロキシや

し︑アクセス権限などを見直すこ
〃

攻 撃 に 狙 われている 組 織

ています︒

〃

もこのフレームワークをベースに︑組織

る組織も︑導入するだけでは十分でなく︑

し︑業務に支障が出るからといって︑内部

メールリレーサーバでの証跡取得やアッ

〃

のセキュリティ施策や情報セキュリティ

日々更新されるセキュリティ事情に追随

制限を厳しく課していない組織もありま

プロード制限などは︑すぐにご利用いただ

〃

〃回

護 は︑多くの組織ですでに行なわれてい
〃対応

ポリシーを再考すべきではないかと考え

して︑適切な管理を行なうことが大切で

すが︑情報の価値・重要性が高まってい

けます︒さらに︑インテグレーションによ

るかもしれませんが︑〃検知

情報漏えいの原因の一つに︑外部から

す︒最近では攻撃が高度化し︑単体のセ

る今日︑対策を施さないまま︑情報が漏え

情報漏えい 対策の 一つに﹁証跡取得﹂

提案も行なっています︒

グ取得など︑情報資産の性質に合わせた包

録媒体へのコピーの証跡を残すことは︑

ターネットへのアップロードや可搬型記

に多くの情報が拡散する恐れのあるイン

をきっかけに﹁情報セキュリティ対策は

来︑同じ状況になると思われます︒これ

の事例ではありますが︑日本でも近い将

今回紹介したフレームワークは米国で

〃

情報持ち出しへの抑止力になりますし︑

緊急の課題になりつつある﹂という認識

〃

漏えいが発生した際の検知・対応・回復

を持っていただければ幸いです︒●

〃

にも有効です︒こうした対策を行なって

なっていなかったため︑情報が漏えいし

移動など）をプロファイル（ユーザ）毎に制限、

たことにすら気づかず︑知らないうちに

に関する調査報告書〜個人情報漏えい編〜」

情報が搾取され︑気づいたときには対処

（開く、コピー、
＊4 一般に、機密情報へのアクション

不能な状況に陥っていた ……
という話を

ける推奨セキュリティ管理策

よく耳にします︒

＊3 JNSA「2012 年情報セキュリティインシデント

攻撃への対策として︑ファイアウォー

Technology, NIST

〃

次に内部からの情報漏えいについてお

いるか否かは︑対外的な評判にもつなが

括的なご提案も可能です︒

に

があります︒ユーザのデータの移動︑特

メントを 行なっています︒また︑
ＩＩＪ

ＩＴ技術の普及
の攻撃が挙げられます︒

キュリティ対策システムでは一部しか検

用した通信記録の取得やユーザの操作ロ

るネットワークフォレンジック製品を利

れらを 統 合 的に 管 理しながら ︑〃保 護

多々あります︒

や知的財産価値の高騰を背景に︑情報シ

いしてしまうと︑組織の存続自体が危う

攻 撃を 受け る 原 因は︑組 織で セ キ ュ リ

を適切に行なう必

〃検知

話しします︒ＪＮＳＡの 調査報告

りますので︑どのような組織でも証跡取

〃回復

ティに関する適切な対策がとられていな

要性が高まっています︒

よると︑漏えいの原因は︑管理ミス パー

得の検討・実施を推奨します︒昨今では

〃対応

い 場 合が 多く︑〃検 知 ま で の 対 策を 行

ルやＩＤＳ／ＩＰＳによる境界型防御は

セント︑誤操作 ・１パーセント︑紛失・

各 セ キ ュ リ テ ィ メ ー カ が ︑ Data Loss

＊2 NIST SP 800-53 連邦政府情報システムにお

外 からだけでは ない
漏 えい 経 路

大半の組織が行なっており︑標的型攻撃

置き忘れ８パーセント︑不正な情報持ち

内でも導入事例が出ているようです︒

の大半を占めるのは︑内部からの漏えい

＊1 National Ins titute of Standards and

＊

対 策︑ＷＡＦ︑ネ ッ ト ワ ー ク フ ォ レ ン

を展開しており︑国

出し・内部犯罪３・８パーセント︑盗難３・

＊

７パーセント︑不正アクセス・設定不備

製品
Prevention

対策システムを導入している組織も増え

ジックといったより高度なセキュリティ

セキュリティ対策に必要なのは︑まず

であり︑その対策としては︑関係者に向け
ＩＩＪでは︑先に述べた管理活動に取

３・７パーセントとなっています︒原因

自分たちが保護すべき対象を 〃特定 する

た情報セキュリティに関する啓蒙活動以

り組むためのコンサルティングやアセス

情 報 漏 えいへの 取 り 組 み
ことです︒例えば︑外部に公開している

外にも︑システム面で対応できる部分も

ています︒

4

3

５９

サーバにセキュリティホールはないか？

もしくはロギングできる製品。

くなることも考えられます︒

︵ PROTECT
︶することです︒サイバー 攻

計画を作成しているか︑内部はも

法令が 定めるコンプライアンス 要件に

二つ 目は︑〃特定 された 対象を 〃保護

る活動となります︒

沿った︑リスクの評価と対応方針を決め

一つ目は︑情報資産を 〃特定︵ IDENTIFY
︶

ります︒

＊
Cybersecurity Framework において︑対

1

2

知できないといったこともあり︑複数の

IIJ ソリューション本部
ネットワーク・セキュリティソリューション部
セキュリティインテグレーション課

セキュリティ対策システムを導入し︑そ

悪意あるものからうっかり事故まで、情報漏えいは、企業の信頼を失墜させるリスクを孕んでいる。

き起こす事件が増えています︒外部から

情報漏えいを防ぐために
ソリューションにできること
ステムの脆弱性を突いて情報漏えいを引

筒井 達大
２０
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情報漏えいを防ぐために、企業はどのように守りを固めるべきなのか？
〃

事業継続を支えるITサービス

事業継続を支えるITサービス

これは、昨今の情報通信環境の変化に起因する部分もあるため、

対策が講じられている GNU bash
の脆弱
性も︑ Linux
をベースにしたほぼ全ての環

本語入力システムにおいて︑企業がこの

ネットワーク型のサービスを利用する日

一 方︑昨 年 末から 本 年 初 頭にかけて︑

問題が発生しているのです︒

認識できなかったために対策が遅れて︑

影響が出たり︑問題の対象であることを

用を意識していないために意外な場所で

こうしたケースでは︑ユーザがその利

こされています︒

フトウェアに起因する問題により引き起

に配布されているアップデート専用のソ

境への侵入や︑当該ソフトウェアととも

更新に用いるネットワーク側のサーバ環

ソフトウェアそのものの問題ではなく︑

発生しています︒これらはいずれも当該

法を悪用したマルウェア感染事件が複数

さらに本年は︑ソフトウェアの更新手

んでいます︒

機などの組み込み系機器にまで影響が及

弱性であるため︑サーバからＮＡＳ専用

境に組み込まれているソフトウェアの脆

また︑本稿執筆時点において︑世界中で

響を受けました︒

えられていたよりも多くの装置がその影

用されていたため︑脆弱性の発見当初考

暗号化通信を行なうクライアントでも利

への通信の暗号化に利用されていたり︑

プライアンス機器の管理インタフェース

企業などへの攻撃に関して、その影響が及ぶ範囲を把握しづらいものが増えている。

システムを利用した際に︑情報漏えいに

最近︑企業などの組織に対して行なわ
ＤＤｏ Ｓ
れている攻撃において︑例えば︑
攻撃では︑リフレクション攻撃の流行に

より︑国際的には１００Ｇｂｐｓ を超え
るような規模の攻撃も珍しくなくなって
ＷＥＢを 改ざんしてマ
きました︒また︑

ル ウ ェ ア に 感 染さ せ る 試み や︑標 的 型
メール攻撃に代表されるメール添付型の
ウイルスについても︑その発生回数が増
えるとともに︑水飲み場攻撃や︑やり取り
型攻撃などと呼ばれる攻撃が行なわれる

ようになってきました︒
しかしこれらの攻撃は︑規模こそ大き
検討するうえで本質的な違いはなく︑対

くなり︑より複雑化していますが︑対策を
策装置の処理能力の増強や︑従来手法の
組み合わせの強化によって対応すること

ができます︒一方︑昨今では︑従来とまっ
たく同じような問題や事件が︑より幅広
い影響を与えたり︑これまでとは異なる
意味を持ったりする状況が発生していま

す︒ここで︑いくつかの例を紹介します︒

思 わぬところに 影 響 が 及ぶ
最 近 の攻 撃
まず︑ OpenSSL
に関わる二つの脆弱性

が挙げられます︒このソフトウェアは通
常︑
ＷＥＢサーバの 暗号化通信に 利用さ

れるものですが︑サーバだけでなく︑組み
込み機器やセキュリティ対策装置などア

機能面の利点に加え︑セキュリティ対策

きるようになります︒また︑ネットワー

特定の脆弱性に対して同じ対策を適用で

プラットフォームを利用していることで︑

のオンライン取引においても同様の手口

は︑新規に購入したＰＣやタブレットな
どの端末にプリインストールされていた
ために︑ネットワーク上のサーバに情報

ユーザが把握していないにもかかわらず︑

いまま利用される場合があったりして︑

いたり︑ユーザに同意を得る過程を経な

多くのシステムや︑その組織の活動その

その影響範囲が企業などに設置された数

生していた問題や事件ではありますが︑

以上のように︑それぞれは従来から発

ウイルスに感染した場合でも︑他への影

仮に人間に表示するためのタブレットが

ぞれ別のセキュリティ施策を実施して︑

いだの処理を分離することにより︑それ

管や処理と︑表示︑操作など︑人間とのあ

ク上のサービスの利用では︑データの保

外部に情報が送信されてしまうという問

ものに影響するような事例が増えていま

響を限定できます︒

が送られることに関する説明が不足して

題が発生しました︒

す︒これらは︑情報通信機器の実装の変

一〇年前の企業などの情報通信環境を

利用する機器の内部でどのようなソフ

さらに︑個人ユーザに関連したものと

考えれば︑情報はＰＣのなかにインストー

ＰＣやタブ
トウェアが動作しているか︑

しかしこのような利点は︑構成要素を

ルしたソフトウェアによって取り扱われ︑

レットで利用するアプリケーションの内

明らかにし︑その要素に関する知識を事

えいや︑リスト型攻撃などのように漏え

専用のサーバに保存または処理を依頼す

部にどのような構成要素があるのか︑ど

化︑利用するアプリケーションの構成の

いした情報を悪用する事件も︑個人ユー

るような単純な環境でした︒しかし現在

のような外部のサーバとどのように通信

変化︑企業などで利用するサービスの変

ザだけが気をつければいいというもので

では︑企業などのネットワークには多様な

を行なうのか︑外部のサービスに預ける

思われがちな事件でも︑企業などに影響

昨年発生したある文書処理ソフトウェ

情報通信機器が接続されており︑個人が仕

情報は何かなど︑様々な条件を明らかに

を与えることがあります︒例えば︑個人

アの登録者情報の漏えいでは︑世界中の

事をする環境においても︑
ＰＣやタブレッ

したうえで情報通信環境を利用する必要

前に持ち︑それぞれの場所でのセキュリ

数千万人の登録情報が漏えいしたとされ

トにインストールしたソフトウェアの多

があります︒

化にともなって発生しています︒

ていますが︑ソフトウェアの性質上︑会社

くが︑ネットワーク上のサーバと協調して

情報セキュリティの世界では︑孫子の

ティ侵犯の影響を評価することにより︑

で使うメールアドレスやパスワードなど︑

動作することで︑従来よりも高度な機能を

兵法から﹁彼を知り己を知れば︑百戦殆
様に︑ネットワーク上のサービスを活用す

うからず﹂という言葉がよく引用されま
きときだと言えるのです︒●

すが︑今は己を知ることに努力を払うべ
こうした変化の背景には︑コスト面や

る機会が増えています︒

はじめて実現できるものです︒

個人を特定するための個人情報ではある

提供するようになっています︒さらに︑企

はありません︒

ものの︑会社で使うメールアドレスなど

業などにおいても︑個人の私的な活動と同

そして︑国内での金融取引を狙ったマ
ルウェアにより取得した情報をもとに不

あや

る可能性が高い状況にありました︒

のように企業に関連する情報が登録され

向けオンラインサービスの認証情報の漏

自 身の通 信 環 境 を
把 握 することも 大 切

つながる可能性があることが指摘され︑

齋藤 衛

面での利点もあります︒例えば︑共通の

IIJ サービスオペレーション本部
セキュリティ情報統括室長

が発生しています︒

企業は最新のセキュリティ情報を知ることに加え、
大きな話題となりました︒このシステム

自身のシステム環境の詳細も認識しておく必要に迫られている。
正送金を促すといった手口は︑法人口座
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情報通信環境とともに
変貌するセキュリティ事情

事業継続を支えるITサービス

サポートセンターの役割である。

これは︑翌日が週末︵土曜日︶であったか
ら可能になった対処であり︑万全な体制
とは言えませんでした︒

サポートセンターの
東 日 本・西 日 本 分 散 運 営
●統合窓口

ＩＩＪサポートセンターは︑全国共通の
電話番号を用意しており︑この統合窓口の
代表番号にかけると︑東日本の番号と西日
本の番号の両方に着信し︑被災地から遠隔

ＩＩＪは︑冗長化構成などサービスイ

ンフラにおける耐障害性の向上を図るこ
とで︑有事の際にもサービスを継続的に
提供できるよう努めており︑お客さまと
弊社を結ぶインタフェースであるＩＩＪ

サポートセンターも︑サービスサポート
の継続に注力しています︒
ＩＩＪサポートセンターは︑以前は東日
本のみで運営していましたが︑二〇一一年

の東日本大震災をきっかけに︑東日本と西
日本で分散運営するようになりました︒
東日本大震災のような広域災害は︑通
信網の切断や電力危機など想定を超える
広範囲な影響を我々の生活基盤に及ぼし

センターの 電源設備やサポートネット

ます︒そして︑こうした状況は︑サポート
ワークの冗長化を図ることで︑機能自体
は維持されている状態にあっても︑その
業務を実際に遂行する運営スタッフの確
保に影響を及ぼす場合があります︒
東日本大震災では︑震災や輪番停電によ

る交通機関の乱れは数日のうちに一定レ
ベルにまで回復し︑サポートセンターの運
営に大きな支障が出ることはありません

でしたが︑このときの経験がもとになって︑
東日本と西日本にサポートセンターの機
能と運営スタッフを分散配置・運営する
必要がある︑との判断に達しました︒

大規模障害対策本部と
サポートセンター連携
地震が発生した二〇一一年三月一一日

二〇一三年以降︑西日本のサポートセ

境の発動基準を明確に規定しており︑想

いますが︑当社ではリモートアクセス環

モートアクセス環境﹂が準備されていま

への接続が優先される﹁災害優先通信﹂が

ンターの体制を強化するために︑東日本

定を超える広域災害や大規模障害などが

方針にもとづき︑お客さまに提供してい

発動されます︒この﹁災害優先通信﹂が実

サポートセンターで実施しているサービ

発 生し︑運 営ス タ ッ フ の 出 勤が 困 難に

能です︒通常︑災害発生時には救援・復旧

施されると︑一般電話の被災地への接続が

スサポート機能・業務の移管を進めてき

なったときのみ︑発動するように取り決

す︒リモートアクセスできる環境は︑情

制限され︑仮にサポートセンターが被災地

ました︒そして︑二〇一四年上期に体制

るサービスの稼働状況や災害による影響

域内に存在する場合は︑この制限を受ける

めています︒
務︑問題解決支援業務など個々の機能を

強化が完了したら︑窓口業務︑障害対応業

ＩＩＪサポートセンターへの電話接続

移管し︑冗長化を推進していく予定です︒

管 理 方 法は︑執 務エ リ ア へ の 入 室は オ

ＩＩＪサポートセンターへの入室時の

ポートセンターの機能や環境︶の冗長化

ていくには︑分散運営によるハード︵サ

時に安定したサービスサポートを提供し

地震や台風など大規模な自然災害発生

フィスビルが提供する非接触ＩＣカード

のみならず︑ソフト︵運営スタッフ︶の確

セスの許容

●災害など非常時におけるリモートアク

は︑こうした状況下でも東日本・西日本
に分散されて着信し︑サポートセンター
間を接続している自社運営のＩＰ電話網

による制限︑さらにセンターエリアへの

保が不可欠です︒

を経由して︑お客さまからの着信を平時

サポートセンターの機能を西日本にも

入室は独自に用意した生体認証を用いた

広域災害の発生時︑
ＩＩＪでは︑単一ま

体制を整えました︒

機能や情報提供を引き継ぐことができる

機能停止した場合︑お客さま向けの窓口

にともない東日本のサポートセンターが

タッフは︑業務端末を用いてこれらの情

で保存・管理しています︒そして運営ス

て弊社が運営する堅牢なデータセンター

あるサーバ類にはいっさい保管せず︑全

約情報や構成情報などは︑センター内に

同センター内で取り扱うお客さまの契

改善︑情報発信の刷新︑問題解決支援の強

ます︒例えば︑ユーザサポートページの

な取り組みを続けていきたいと考えてい

界でイニシアティブをとれるよう︑様々

とどまらず︑サポート対応についても業

れています︒今後は︑こうした運営面に

ターは︑これまでのところ順調に運営さ

●体制

拡張する作業に着手したのは︑二〇一二

制限という二重管理を施しています︒

たは複数サービスにおいて多数のお客さ

報にアクセスすることでサポート業務を

また︑公共の交通手段などを利用でき

て︑システム面の高度化も進めていく予

行なっています︒
本部を設置すると同時に大規模障害対策

ず︑運営スタッフが出勤できない状態に

定です︒●

可能性があると判断されると︑災害対策
本部を 設置します︒
ＩＩＪサポートセン

陥ることも 想定して︑
﹁非常時専用のリ

まに影響を及ぼしている︑または及ぼす

ターは︑この大規模障害対策本部の対応

化 ……
等々︑お客さまの期待を上回るこ
とができるようなサポート対応を目指し

東西に分散されたＩＩＪサポートセン

年の後半です︒初期段階では︑災害発生

と同じように受けることができます︒

より 充 実した
サポートセンターを目指 して

ことになります︒

や公共の秩序を維持するために︑防災関係

菅原 史

報管理の点から見ると賛否両論あると思

IIJ サービスオペレーション本部
サポートセンター 部長

の有無などをご案内します︒

普段からそうした事態に対応できる体制作りを進めている。

などの機関に対して固定電話や携帯電話

特に“有事”の際は、その責務がいっそう重くなるため、

交代で業務を継続することになりました︒

い状態となり︑残された運営スタッフが

ターに夜勤の運営スタッフが出勤できな

四時間体制で稼働しているサポートセン

の影響により機能が麻痺してしまい︑二

機関は︑安全確認・復旧作業・停電など

しかし︑
ＪＲをはじめとする 公共交通

連携が確立しました︒

了し︑対策本部とサポートセンター間の

担当者の判断で地震発生から一三分で完

たため︑大規模障害対策本部の設置は各

地震が発生した日が平日の金曜日であっ

により各担当者に届きませんでしたが︑

知らせる携帯メールが携帯電話網の混雑

にかかりました︒このとき︑本部設置を

感じ︑すぐに大規模障害対策本部の設置

スタッフは︑
ＩＩＪ 本社で 大きな 揺れを

一四時四六分︑サポートセンターの運営

いざというとき、サービス提供者とユーザとのあいだをつなぐのが、

な地域の番号へ着信するように制御が可
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有事に負けない
サポートセンター運営

二号前の小誌で︑週末を利用して農業に少し力を入

できる︑いわゆる 〃ロボットカー が実用化される見込

的な環境で︑ドライバーが運転操作をしなくても走行

た︒二〇二〇年には日本でも高速道路走行などの限定

積んで畑に通っていたのですが︑トランクはすぐに一

昨年はセダンのトランクに長靴︑農機具︑肥料などを
要もなくなり︑非常に楽チンで快適な運転環境が実現

どころか︑アクセルを踏んだり︑ハンドルを操作する必

みです︒これが実用化されれば︑人間はギアチェンジ

〃

春︑軽トラックを購入しました︒

れ 始めたと 書いたのですが︑それに 関 連して 今 年の

杯になって必要なものを積みきれませんし︑何よりも

します︒
こ の よ う な こ と が 可 能 に な っ た 背 景 に は︑コ ン

車の内も外も泥だらけになっていました︒そんなわけ

で︑今年は思い切って軽トラ・オーナーになる決意を

選びました︒
ＭＴ車を 運転するのは 実に 三〇年ぶりく

り値段が高くなるので︑これまた思い切ってＭＴ車を

その際︑
ＡＴ
︵オートマ︶車はＭＴ
︵マニュアル︶車よ

の混雑状況など︑様々な判断に必要なデータをネット

として挙げられるでしょう︒また︑刻々と変わる道路

を短時間で行なえるようになったことが︑おもな要因

アが高度化し︑自動運転に欠かせない膨大な情報処理

タを車に載せられるようになったことと︑ソフトウェ

ピュータの小型化が進み︑非常に高性能なコンピュー

らいでしたので︑最初は何度もエンストを起こして︑周
経由でリアルタイムに入手し︑活用可能になったこと

したのです︒

りの人の顰蹙を買っていました︒それでも︑半月くら
も大きいと思います︒これは自動運転車に限ったこと

し︑久々に運転してみると︑
ＭＴ車の運転って︑クラッ

のだなと︑少し自分を褒めてあげたい気分です︒しか

けたスキルはブランクがあってもちゃんと思い出すも

た︑ある程度以上のスキルや知識を要する操作が︑自動

後︑多くの 分野において︑これまで 人間が 行なってい

ウェア 技術の 進化︑インターネットの 発達により︑今

ではなく︑コンピュータの 小型化・高性能化︑ソフト

ひんしゅく

題なく運転できるようになりました︒若い頃︑身につ

いでＭＴ車の運転感覚を取り戻し︑今ではまったく問

チを何度も踏み︑何段階もギアを切り替えながら加速

例えば︑タクシーの運転などは︑全ての道を記憶し︑

化・ロボット 化されていくでしょう︒そして 状 況に

目的地までの 最短ルートを 素早く 頭のなかで 組み 立

しなければならないので︑何とも面倒くさいものだっ

グーグルが﹁自動運転車﹂の開発に着手したのは二

て︑しかも安全に安定した運転を行なわなければなり

よっては︑人間以上の﹁能力﹂を発揮するケースも増え

〇一〇年でしたが︑二〇一二年には米ネバダ州の公道

たんだなと感じています︒改めてＡＴ車のありがたさ

で試運転を行なえる免許を取得し︑実際の路上での試

ませんので︑特 殊な 能 力や 訓 練が 要 求される 業 務で

てくるに違いありません︒

験が 始まりました︒これに 刺 激され︑国 内の 自 動 車

す︒実際に︑非常に厳しい試験をパスしないと免許が

と︑技術の進歩の恩恵を感じた出来事でした︒

メーカもこぞって自動運転車の開発に着手し始めまし

決され︑一〇〇パーセント安全に自動運転が可能にな

最後には人間は邪魔になる？

もらえないことで知られるロンドンのタクシー運転手

るまでには︑もう少し時間がかかりそうです︒

自動運転車の実用化

は︑記憶をつかさどる 〃海馬 と呼ばれる脳の部位の大

自動運転車の量産が可能になり︑生産コストが人間を

が敵わなくなる日もそう遠くないでしょう︒あとは︑

タの得意分野ですから︑ロボットカーに人間の運転手

究成果もあります︒しかし︑記憶や計算はコンピュー

きさが︑平均的な人よりも大きく発達している︑との研

るようにし︑人間が運転する車や歩行者はいっさい侵

る全ての自動運転車をネット経由で集中管理・制御す

例えば︑自動運転車専用道路を作って︑そこを走行す

少し単純化すれば解決できるのではないでしょうか？

を行なおうとするからむずかしいのであって︑問題を

しかし︑人間の運転手と完全に同じ環境で自動走行

する必要はなくなります︒そうすることで︑個々の車

雇うより安くなれば︑タクシー運転手という職業は姿
一般社団法人日本ハイヤー・タクシー連合会のホー

の速度や振る舞いを決めて︑全体の車の流量を最適化

入禁止にしてしまえば︑別に人間用の信号なんて認識

ムページを見ると︑平成二二年の登録運転者数は三七

転業務はありますので︑運転手という職業がなくなる

そこで遊ぶ︑という新ビジネスも生み出せるので一石

れて︑どうしても自分で運転したい人は︑お金を払って

〃

は禁止され︑道路上にはコンピュータ制御された自動

しょう︒すると︑近い将来︑人間が公道で運転すること

シー運転手が近い将来︑職を失う可能性があるという

運転車のみが静かに整然と行き交うようになる︑なん

でき︑非 常に 効 率 的な 交 通システムが 実 現されるで

ことになります︒万が一︑そうなってしまうと︑平成二

てことは 考えられないでしょうか？ そして︑人 間

者 数の 四 万 三 千 人を 足すと︑およそ 四 一 万 人のタク

二年末の完全失業者数は三二一万人でしたので︑失業

が 〃趣味 で運転を楽しむためのアミューズメントパー

万人となっています︒これに同年の個人タクシー事業

を消すのかもしれません︒

〃

自 動 化・機 械 化
の行く末
イノベーションインスティテュート
代表取締役社長

浅羽 登志也

自動車の自動運転技術の開発は︑

者数が一〇パーセント以上も増える計算になります︒

ク︵かなり大がかりなものになるでしょうが︶が作ら

グーグルが口火を切り︑その後︑
こうした自動化・機械化の流れは︑

タクシー以外にもバスや郵便や宅配便など︑多くの運

多くの自動車メーカが追随している︒
我々の生活全般にどのような
影響を及ぼすのだろうか？

インパクトは計り知れません︒

るようです︒現状のグーグルカーは︑大雨や降雪時に

には︑周りの状況を認知する機能にまだまだ課題があ

ん︒もし植物工場で野菜が安価に大量生産できるよう

と︑結局︑最後には 人間は 邪魔になるのかもしれませ

システムの 完 全 性や 経 済 合 理 性を 突き 詰めていく

︵笑︶
二鳥です︒

は走行できない︑とする分析レポートがＭＩＴの科学

になったら︑人間が手作業で行なう畑仕事なんて︑もは

ただ︑グーグルカーも︑実際の道路を安全に走行する

雑誌に掲載されたそうです︒つまり︑周りの状況を把

機械に奪われてしまったら︑人間は何を喜びとして生

が︑食糧生産という︑生きるために直接必要な仕事まで
うのです︒また︑路上に落ちている石と︑丸められた紙

や贅沢な趣味に過ぎなくなるのかもしれません︒です

の区別がつかなかったり︑日差しが強い日は信号を見

きていくのかなぁ ……
などと呟きながら︑軽トラのマ
ニュアルギアチェンジも軽やかに︑通勤前の農作業を

握するためのセンサの精度が低く︑大粒の雨や雪を障

落としたり︑まだまだ人間の運転手でなければ対応で

楽しんでいます︒●

害物と判断してしまい︑動けなくなることがあるとい

きない状況がたくさんあるようです︒それらが全て解
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受信者

送信者

DMARC 対応 ISP

Internet

“DMARC”によるフィッシングメール対策

正統な送信元から送信されたメールは通常通り配送

鈴木 高彦

フィッシングメール
スパムメール

フィッシング詐欺が横行するなか、
その対策として DMARC の導入が進んでいる。
ここでは「DMARC がどのような考え方で利用者を守るか」について、
考察を加えてみたい。

金融機関からのメールを装い、受信者の口座情報や ID など
を不正に搾取するフィッシング詐欺が蔓延しています。フィッシ
ングメールでは、受信者に違和感を与えないよう、送信元アドレ

解決の方向性

②ポリシーに沿った
アクションを取る

例）
from:xxx@iij.ad.jp

IIJ プロダクト本部 アプリケーション開発部 サービス開発課

受け取る
隔離
拒否

①正統でない送信元からのメールに
関しては、
ポリシーを問い合わせる

_dmarc.iij.ad.jp IN TXT “v=DMARC1;p=reject”

受信状況を
定期的に
レポート

により異なります。常に「拒否」が最良のポリシーというわけで

ザは、突然、相手にメールが届かなくなりました。同時に、ML

はなく、ドメインの用途に応じた適切なポリシーの選択が重要

の管理者は、大量のエラーメールを受け取ることになりました。

なのです。
（コミュニケーションメール、マーケティングメール、

業界内でもこのポリシーの変更については、賛否両論が巻き起
こりました。

ス（From アドレス）を金融機関などフィッシングターゲットの

DMARC のポリシーは、送信元アドレスの正当性を確認でき

トランザクションメールなど）メールの用途に応じてドメインを

アドレスに詐称するケースが大半です。送信元アドレスが詐称

なかったメールに対して「どう扱って欲しいか」を、ドメインの

分割し、ドメイン毎に異なるポリシーを導入することが有効な場

されると、ユーザはフィッシングメールであることに気づきにくく

所有者が意思表示するものです。送信元アドレスの正当性の確

合もあるでしょう。

何が起こるかを把握したうえで、ポリシーの変更を行なっていま

なり、フィッシングに巻き込まれる危険性が高まるだけでなく、

認には、SPF や DKIM といった既存の送信ドメイン認証技術を

す。では、なぜ両社は顧客の不利益を承知で、
「拒否」ポリ

送信元アドレスが詐称された企業やブランドの本物のメールま

使用します。

DMARC.org の立ち上げメンバーに金融機関が含まれている
ことからもわかるように、DMARC は不正利用された場合の影

送信元アドレスを送信ドメイン認証技術で認証できないメー

響が大きいドメインのオーナーを強く意識した設計になっていま

その理由ですが、金融機関などがドメインによる「拒否」ポリ

ルは、
「正規のユーザが設定や使い方を誤って送ってしまった

す。つまり、ドメインの正規ユーザが多少の制約を受けても、ド

シーを採用し、フィッシング詐欺に対して極めて有効であること

メール」か、
「第三者が送信元を偽って送信しているメール」の

メインを悪者による不正利用から守ろう、という考え方が支配

が明らかになってきました。一方で、Yahoo! や AOL のドメイン

いずれかです。ドメインの所有者は、
「正規のユーザが誤った方

的なのです。

を詐称したフィッシングメールによる被害は後を絶たず、拒否ポ

で疑わしく見えてしまうなど、企業やブランドのイメージにも悪
影響を及ぼします。

DMARCとは？

Yahoo! も AOL も DMARC.org の立ち上げメンバーであり、

シーの選択に踏み切ったのでしょうか？

法で送っているメール」
「第三者が送信元を偽って送っている

この制約とは、具体的には、送信する際は必ず正規の送信

リシーの採用による副作用にこだわっている場合ではない、と

メール」に対して、
「受け取って欲しい」
「隔離して欲しい」
「拒否

サーバから送信することと、メーリングリスト（ML）にメールを

の判断が勝ったと考えられます。
「拒否」ポリシーは劇薬ではあ

インの本来の所有者がポリシーの宣言というかたちで配送拒否

して欲しい」のいずれかを選択し、ポリシーとして宣言します。

送信してはならない、という二点です。これらの制約は、金融

りますが、これに頼らざるを得なかったのです。

を要求できる仕組みです。この仕組みにより、著名ドメインで

ただし、原則的にこのポリシーはドメイン所有者の希望であって、

機関に限らず自社ブランドの保護に関心がある多くの企業に

さて、ドメインが「拒否」ポリシーを宣言すると、攻撃者はそ

数千万通から数億通のメールを配送拒否した、という成果が

実際にその通りのアクションをとるかどうかは、受信者の判断に

とって、十分に受け入れ可能だと考えられています。一方、ISP

のドメインを詐称したフィッシングメールを送れなくなりますが、

委ねられています。

のサービスドメインのように、極めて多様な利用のされ方をする

残念ながらそのドメインを使わなくなるだけで、フィッシングを

DMARC は、送信元アドレスを詐称したメールに対して、ドメ

＊より報告されています。また、
ユーザから申告さ

DMARC.org

れたフィッシングメールの件数も著しく減少するなど、絶大な効

ポリシーのなかでも特に注目すべきは、
「拒否」ポリシーです。

果を上げています。

DMARC.org を 立 ち 上 げ た Google、Yahoo!、AOL な ど は、

DMARC の目的は、フィッシングメールのような悪意あるメー
ルから、ユーザとブランドの両方を守ることです。DMARC.org

「拒否」
DMARC ポリシーを尊重したアクションをとりますので、

の立ち上げメンバーには Google、Yahoo!、AOL といった米大手

るメール」を遮断できます。

ポリシーを選択することで、
「第三者が送信元を偽って送ってい

ドメインにとっては、受け入れがたいものであり、
「拒否」ポリ
シーを採用することはむずかしいと思われていました。

配送拒否という“劇薬”
そうしたなか、
「状況は思ったより切迫している」と感じさせ

止めるわけではありません。おそらく彼らは、別の魅力的な、
「拒否」ポリシーを宣言していないドメインにターゲットを変更
するでしょう。実際に、有名ドメインが「拒否」ポリシーを宣言
したのち、同業他社のドメインを使った詐称メールの増加が観
測された、という報告もありました。

ISP や、PayPal、Bank of America といった米大手金融機関な

ただし、
「正規のユーザが誤った方法で送っているメール」も

ど、自社のドメインを不正に利用される被害に頭を悩ませてい

同様に遮断してしまいますので、
「拒否」ポリシーを導入する前

る事件が起こりました。2014 年 4 月、米国の Yahoo! と AOL が、

の被害の大きかったドメインにおいて、DMARC の「拒否」ポリ

た企業が名を連ねています。

に、メールを想定外のサーバから送信しているユーザがいない

相次いでそれぞれのメールサービスで提供しているドメインの

シーを導入するケースが増えているため、今後、攻撃者は規模

かを洗い出したり、
「受け取る」
「隔離」といったよりインパクト

DMARC ポリシーを「受け取る」から「拒否」に変更したのです。

が大きくなくても「拒否」ポリシーを宣言していないドメインに

一つは、送信元アドレスの正当性を確認できなかったメールに対

の少ないポリシーから徐々に導入したりするなど、適切な準備

どちらも膨大な数のユーザを抱えるサービスだけに、ポリシー

ターゲットを移していくと予想されます。ドメインのオーナーは、

するポリシーの宣言であり、もう一つは、主に ISP などのメール

が必要です。また、そのドメインが不正に利用された場合のイ

の変更によるインパクトは小さくなく、大きな物議を醸しました。

フィッシングのターゲットにされる前に、DMARC の仕組みや制

受信者からドメイン所有者への受信状況のレポートです。今回は、

ンパクトと、正規のユーザが誤った方法で送っているメールが届

Yahoo! や AOL の正規のサーバではなく、他 ISP や送信事業

約を適切に理解し、インパクトのない「受け取る」ポリシーの導

著しい成果を上げているポリシー部分について詳しく紹介します。

かなくなることのインパクトのどちらを重視するかは、ドメイン

者経由でメールを送信していたユーザ、ML を利用していたユー

DMARC が提供する機能は大きく分けて二つあると言えます。

米国を中心に、送信元アドレスを詐称したフィッシングメール

入は、すぐにでも始めるべきではないでしょうか。●

＊DMARCについて主体的にとりくむ有志団体。 http://www.dmarc.org
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GL A SIAOUS
クラウド型アウトソーシングサービス

“ GLASIAOUS ”

クラウド型
会計サービス

記帳代行入力

に派遣するには限界があります。

報
告
・
助
言

特徴 2
各言語でのデータ参照
レポート出力

参
照

特徴 3

A.S.I.A. GP SaaS
on IIJ GIO
参照

国内でさえ要員が不足しているなか、要員を確保し、全進出国

報告・助言

日系企業の海外進出が加速するにつれ、
現地法人の業務面での過重が課題となっている。
現地法人の経理業務を全面的にサポートするソリューションを紹介する。
ここでは、

海外現地法人

② 人的リソース面
会計税務を含む管理業務を円滑に遂行するには、有能な人

日本本社

の経理業務を全面的にサポートし、会計から税務までの全業務
をワンストップで提供します。これにより、本来のコア業務へリ

材が不可欠です。会計業務には、多くの経験や知識が求められ

ソースを集中できます。

人材マネージメントを効果的に実施しなければなりませんが、

ます。海外では有能な経理担当者の確保がむずかしいうえに、

特徴 2 ：本社・本部がクラウド上の会計データを参照、多言

海外現地法人では日本本社に比べてリソースが不足しがちで、

現地の法規制が変更・刷新されたとき、いかにその情報を適時・

律・税制など）は、日々改定され複雑化しており、事業を展開

十分なマネージメントが行なえず、優秀な人材が他へ流れてし

適切に把握・対応するかが大きな課題となります。

する先々でそれらを遵守し、自社のリソースのみでコンプライア

まうリスクも考えられます。

ために、海外拠点の状況を本社が常に把握する必要性が高まっ
ています。
しかし、新たに進出した国・地域において、現地の制度（法

ンスリスクの低減や現地業務の可視化を実行することは大変む
ずかしく、大きな負担になっています。
そこで本稿では、クラウドを活用した経営情報の可視化と効
果的な現地経営管理の実現方法についてご紹介します。

日系企業の直面する課題
海外に進出する日系企業は、様々な経営課題に直面しています。
① ガバナンス強化

さらに、現地の要員育成は、有能な人材を確保するために、

語でレポート出力可能
処理されたデータはクラウド上の会計基盤上にセキュアに保

これらは、システム導入だけでは解決できないため、経理業

存され、本社・本部がいつでも WEB ブラウザで参照・出力で

務はアウトソースして、自社のリソースは本業に集中させる企業

きます。多言語対応のレポーティング機能により、様々な言語

が増えています。しかし、会計業務のアウトソーシングサービス

で閲覧でき、財務諸表・総勘定元帳などの経理帳票や管理会

は、情報を把握できるタイミングが四半期決算時や次月末に限

計用のレポートも提供されます。これらを活用することで、連

られるものが多く、日本本社や現地駐在員からすると、情報の

結決算の迅速化や省力化が可能となり、システム構築費や運用

での対応が必要です。

可視化を行ないにくい面があります。そのため、業務要員を外

費を削減できます。

① システムリソース面

部へアウトソースしながら可視化を実現でき、進出支援・リス

特徴 3 ：お客さまのニーズや将来の成長に対応する豊富なオ

解決の方向性
こうした課題があるなか、可視化を実現するには、次の 2 点

可視化に向けた業務システムを導入することにより、日本本
社と海外拠点との情報共有が実現し、ガバナンス強化につなが
ります。

ク管理アドバイス・労務管理など進出国で発生する課題にも対
応できるアウトソーシングサービスが求められています。

プションサービス
労務管理、給与計算代行、現地支払の代行、海外現地法人と

IIJ グローバルでは、こうした要望に応えるために、経験豊富

本社との会計基準の組み替え、セグメント別の会計情報管理、

しかし、拠点の事業規模が小さく、導入・運用に多額の IT 予

なプロフェッショナルが迅速かつ正確に会計処理を行ない、海

海外現地法人に対する会計監査や経営コンサルティングなど、

語など、多様な環境に対応しなければなりません。昨今では、

算を確保できないケースや、各拠点の諸制度・言語・文化・商

外現地法人の経理業務を全面的にサポートするソリューション

お客さまのニーズに応じて様々なオプションサービスを提供し

ビジネスプロセスの透明化や経営のスピード化が求められてい

習慣の違いを考慮しつつシステム化していく際の困難、そして、

「GLASIAOUS（グラシアス）」を提供しています。単に経理

ており、現地事業の変化やニーズに応じた豊富なオプションも

ますが、現実には多様性への対応に追われて、業務の標準化が

システムを入れてもその管理要員・利用要員を確保・育成する

要員を提供するだけでなく、現地情報の可視化に向けたシステ

用意しています。

徹底されておらず、属人的な仕事が多かったり、日本本社から

むずかしさなど、事業規模と IT リソースのバランスをどのように

ムもクラウドで提供しています。クラウド上に構築された会計

会計情報を参照できず、現地の状況をタイムリーに把握するこ

とっていくかが課題になります。同時に、海外進出時には、時間

情報基盤（システムリソース）を軸に、会計・税務業務を代行

とがむずかしい、といった問題が生じています。

もコストも限られていることが多いため、全ての業務プロセスを

する（人的リソース）クラウド型アウトソーシングサービスです。

グローバル市場への展開は、地域・業務（機能）
・文化・言

また、可視化や業務標準化を目指してシステム化を進めても、

システム化するのではなく、現地の運営に欠かすことができな

現地の事業規模に対して「膨大なワークロード」
「甚大なコス

い機能を定めて、順次拡張していくといった方法も検討する必

ト」がかかるわりに、業務の仕組みとしての満足度が十分に得

要があるでしょう。

られないケースもあるようです。
② 要員強化
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現地アウトソーシング
プロフェッショナルサービス

伝票提出

嶋田 大祐

したり、実際に進出を果たしています。そして、競争に勝ち抜く

システムの対応

特徴 1 現地会計・税務業務

IIJ グローバルソリューションズ サービス推進本部 サービス企画推進部

近年、多くの日系企業が新たな市場を求めて海外進出を計画

リソース
（人）
の対応

近年、IT のコモディティ化が進んでおり、外部調達が完全に
不可能なものは限定されています。どんなに高価で高機能なシ

GLASIAOUSの3つの特徴
特徴 1 ：海外現地法人での記帳業務は不要。会計業務だけで
なく、税務申告業務も提供

今後の展開
今回は、クラウドを活用した現地経営情報の可視化と効果的
な経営管理を実現するソリューション「GLASIAOUS」を紹介
しました。海外事業は常に変化にさらされており、市場の変化
とスピードに柔軟に対応できる経営管理を行なうことが必須で
す。本サービスは、2014 年 5 月から中国とタイで提供を開始し、

海外駐在員は数年で異動することが多く、現地の人材流動性

ステムを導入しても、成果に直結しない「ノンコア業務」は、海

海外進出に際して、十分な準備期間がなく設立までにシステ

2014 年中にシンガポール、香港、インドネシア、ベトナム、イン

は日本国内に比べ高い傾向にあります。また、駐在員は経理や

外拠点においては、社外へアウトソースしたり、クラウドコン

ム導入が間に合わない、海外現地法人で十分な経理リソースを

ド、ブラジル、メキシコへのエリア拡充を予定しています。IIJ

IT の専門家ではなく、多くは営業の専門家です。そのため、法

ピューティングなどを活用して、コスト面と提供スピードを向上

確保できないといったケースが増えています。そこで本サービ

グローバルでは、クラウドサービスを中心として海外現地法人の

規制・税制など国毎のリスク管理を海外拠点に任せたり、日本

させ、可視化を実現することが重要です。

スでは、経験豊富な会計のプロフェッショナルが海外現地法人

グローバル事業を強力に支援していきます。●
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ヨーロッパの人気の観光地と
してロンドンを外すことはでき
ないでしょう︒また︑ヨーロッ
パ金融市場の中心地であるロン
ドンでは︑新たにオフィスを 構
える企業が後を絶ちません︒今
回は︑ロンドンに 拠点を 持つ 日
系企業の﹁オフィスの 引っ 越し
事情﹂についてお伝えします︒
日系企業が初めてロンドンに
進出する 際︑三ヵ 月程度から 契
約できるレンタルオフィスを借
りて小さくビジネスをスタート
させ︑その後︑会社の成長にあわ
せて︑本命のオフィスに 引っ 越
すというのがよくあるパターン
のようです︒この 背 景には︑ロ
ンドンのオフィス賃料が世界一
高いという 事情があり︑いきな
り自社でオフィスを構えるのは︑
よほどの大手企業でない限りむ
ずかしいのでしょう︒
ロンドンには景気動向に敏感
な日系企業が多く進出している

インターネット・トリビア

JavaScript

田中 泰孝

IIJ Europe Limited
Project Manager

ベンダは︑特に 対応が 酷いわけ
ではありませんが︑やはり 日本
のようにはいきません︒
弊社で引っ越しをお手伝いす
る 場合は︑プロジェクトマネー
ジャが可能な限り日本と同じス
ピード感と正確性に近づけるよ
うに 最大限努力しますが︑もし
もの 場合に 備えて︑常に 代替案
を検討しながら引っ越しを進め
ることが重要です︒
最後に 〃こぼれ話 を一つ︒フ
ランスやベルギーなどフランス
語圏のベンダに問い合わせると
きは︑グーグル翻訳で﹁英語を話
せる 人がいますか？﹂というフ
ランス語をあらかじめ調べてか
ら 電話をかけると︑比較的取り
次いでくれることが多いようで
す︒英語がわからない担当者も
いるので︑取っかかりだけでも
﹁頑張っ
その国の言葉で話せば︑
ているな﹂と評価してくれるか
らかもしれません︒●
〃

グローバル・トレンド

ので︑景気が 良くなるといっせ
いにオフィスを 新規開設し︑景
気が悪化すればいっせいに撤退
していきます︒通常のオフィス
ビルは契約期間が一〇年から一
五年と日本並みに長く︑普段︑企
業の引っ越しはさほど多くあり
ませんが︑景気が 変動すると 日
系企業の引っ越し件数が急増し
ます︒
これはロンドンに限ったこと
ではないでしょうが︑ヨーロッ
パで日系企業がオフィスを引っ
越す際にもっとも気を配らなけ
ればならないのが︑回線業者な
ど現地ベンダとの調整です︒
ベ ン ダ の 対 応は 国に よ っ て
様々で︑ドイツやポーランドの
ように対応品質が非常に高い国
もありますが︑アフリカ・中東・
ロシアなどでは︑オーダーして
も 違うものが 出てきたり︑問い
合わせに 返事がないなど︑一筋
縄ではいきません︒イギリスの

ロンドンの
オフィス 引っ越し事情

IIJ プロダクト本部 プロダクト推進部

企画業務課 リードエンジニア

堂前 清隆
インターネット上で使われるプログラミング言語には様々なも

「ブラウ
そのように JavaScript の有効な活用が進まないなか、

のがあります。今、WEB サイト構築において、もっとも重視さ

ザの表示を書き換える」という機能を悪用して画面表示をごまか

れているのが、JavaScript です。JavaScript が開発されたのは

し、誤操作を誘発させる悪質な WEB サイトが出現するようにな

ジャバスクリプト

1995 年頃で、すでに 20 年近くの歴史がありますが、その間、 りました。結果、
「JavaScript はメリットよりデメリットのほうが大
数奇な運命を辿ってきました。今回のインターネット・トリビア

きい」という評判が定着してしまいます。なかには「JavaScript

では、JavaScript の足跡を振り返ってみたいと思います。

は無効に設定するのが当たり前」といった極端な意見すらあり

もともと JavaScript は、JavaScript という名前ではなく、このプ

ました。

ログラミング言語を開発した Netscape Communications 社では

ところが、この評価を覆すサービスが登場しました。2005 年

当初、LiveScript と呼んでいました。ところが、当時 Netscape

頃に公開された「Google サジェスト」と「Google マップ」です。

社が提携していた Sun Microsystems 社が別のプログラミング言

それまでの WEB サイトは「マウスでクリックすると、次の

ジャバ

語、Java を開発しており、LiveScript は Java との親和性を打ち

ページが開く」という動作が一般的で、クリックしてから次の画

出すために、JavaScript という名前に変更されたのです。

面が開くまでに一瞬の間が空き、利用者にもたつきを感じさせま

残念ながら、これが大きな禍根を残します。今でも混乱され

した。しかし Google が作ったこれらの WEB サイトでは、いち

ている方が少なくないのですが、Java と JavaScript は全く異なる

いちページを切り替えることなくスムーズに次の情報が表示され

プログラミング言語です。JavaScript は当初、ブラウザ内で動作

ました。この革命的な手法に JavaScript が使われていたことが

する WEB ページ用のプログラミング言語として出発しましたが、 知られ、世間の JavaScript に対する印象が一変したのです。

IIJ Technical WEEK 2014 のご案内

開催概要
日

（水）〜28日
（金） 13:45〜17:30
（開場13:00）
時 ： 2014年11月26日

会

場 ： IIJグループ本社（東京都千代田区）

参 加 費 ： 無料（予約制）
定

員 ： 160名（定員超過の場合は抽選となります）

（水）17:00
締め切り： 2014年11月12日
詳細・申し込みはこちらから http://www.iij.ad.jp/techweek/

発されました。両者は文法も異なり、互換性はありません。商

WEB サイトにも広く活用されました。その過程で JavaScript の

業上の都合から似たような名前がつけられただけなのです。

仕様や周辺ツールが整備され、プログラマにとって利用しやす

るようになってからも、あまり有効に活用されませんでした。

を開催します。クラウド基盤を構成する技術のご紹介、
ネットワークやセキュリティの最新事情
など、幅広いセッションを予定しています。

のちにこの 手法 は「Ajax」と名づけられ、Google 以外 の

出だしから波乱含みだった JavaScript ですが、世間に知られ

IIJグループでは 11月26日〜28日の3日間、技術者の方々を対象に「IIJ Technical WEEK 2014」
発行／株式会社インターネットイニシアティブ 広報部
お問い合わせ／株式会社インターネットイニシアティブ
広報部内「IIJ.news」編集室
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2
飯田橋グラン・ブルーム

TEL：03-5205-6310
E-mail：iijnews-info@iij.ad.jp

表紙イラスト／末房志野
デザイン／榊原健祐（Iroha Design）

い環境が整っていきました。
そして JavaScript は「ブラウザ内で使う簡易プログラミング言

JavaScript はブラウザのなかで動作する簡易的なプログラミング

語」という枠を越え、サーバ上で動作するプログラムを書くため

言語のため、当初はブラウザに表示された文字や絵を多少操

に使われたり、スマートフォンのアプリ開発に使われたりするよ

作する程度の機能しかありませんでした。また、その頃登場し

うになりました。今では JavaScript は、人気と実力を兼ね備えた

た Microsoft 社 の Internet Explorer は、JavaScript と互 換性 を

立派なプログラミング言語として認知されています。

ジェイスクリプト

編集／増田倫子、小河文乃、村田茉莉

エイジャックス

Java は基幹業務を含めた汎用的なプログラミング言語として開

持った JScript を搭載しましたが、両者には微妙な違いがあり、

それに起因する動作の不具合にプログラマは悩まされました。

ここまで評価が一変したプログラミング言語というのも、珍し
いのではないでしょうか。●

印刷／株式会社興陽館 印刷事業部
◎IIJ.newsのバックナンバーをご覧いただけます。

URL：http://www.iij.ad.jp/iijnews/
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