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ビジネスマッチングブログの構築・運営に関する研究
− 不正アクセスに学ぶホームページ管理 −
川本誓文・西村睦夫、中西 隆・竹田裕紀・新田
アドバイザー 木下敏夫（TKTools 代表）

仁・朴

１．エラーメッセージ
平成 23 年５月 18 日、BMB 事務局ではＢＭＢ
サイトのバージョンを５から６へ更新するため、
FTP によるデータファイルの入れ替え作業を行っ
ていた。
14 時 22 分、突然「Internal Server Error 500」が
画面上に表示され、サイトにアクセスできない状況
が発生した。このメッセージは記述内容に誤りがあ
るファイルをアップロードした場合に発生するため、
当初は操作ミスを疑い、以前のレイアウトファイル
に戻したが、アクセスできない状況に変わりはなか
った。そこでディレクトリの最上位にある
「.htaccess」ファイル内に誤りがあると、有効範
囲内のあらゆるページの閲覧ができなくなることか
ら、このファイルを確認したところ、当方が関知し
ない“コマンド”が追加されていることが判明し、
不正アクセスの疑いが強まった。
２．サーバー停止
事務局では、不正なプログラムの起動による個人
情報の流出の恐れを懸念し、同日 14 時 50 分、速
やかに Web サーバを停止し、BMB サイトへのア
クセスを遮断した。その後、府立産技研の担当者と
の協議によりサーバの完全停止（電源オフ）を行っ
た。これまでの状況分析では、何者かによって書き
込まれたコマンドはサーバのセキュリティポリシー
によって実行されず、「Internal Server Error 500」を
引き起こしたもので、利用者への被害が発生するに
は至っていないものと推察された。なお書き加える
と、BMB 内の個人情報は、各会員のログインパス
ワードとメールアドレスのみである。
３．不正アクセス報告
同日 15 時より、何者かによる当該サーバへの不
正アクセスによってデータ改ざんが発生した経緯と
詳細、また、その影響について庁内関係各所へ報告
し、同日 20 時には大阪府からマスメディアに対す
る報道資料提供を行った。（図１）さらに、大阪府
警（サイバーテロ担当）および総務省へも障害の報
告と対処状況を報告した。
BMB 会員にはサイトが閉鎖されているため、代
替措置として BMB 事務局の facebook ページと
twitter にて速報を流し、周知を図った。（図２）
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忠植（大阪府立産業技術総合研究所）

図１

大阪府の報道発表によるお知らせ

図２

Facebook によるお知らせ

４．原因究明
アクセスログの内容、および、その他状況証拠
から、BMB サーバの公開領域に設置されていたデ
ータベース管理用ウェブアプリケーション
「phpMyAdmin」の脆弱性が侵入経路である可能性
が極めて高いと推察できた。以下に府立産技研の
新田主任研究員による分析結果の詳細を示す。
【被害事例調査】
侵入者は php プログラムを偽装した Thumbs.db
ファイルを新たに作成し、そのファイルを読み込
む処理を.htaccess に追記していた。この被害に近

い事例をネット上で調査したところ、ドイツの PHP
に関する情報交換用掲示板（図３）で、同様の被
害事例が書きこまれており、その中で、データベ
ー ス 管 理 用 ウ ェ ブ ア プ リ ケ ー シ ョ ン
「phpMyAdmin」の脆弱性が侵入経路である旨の指
摘がなされていた。
phpMyAdmin の脆弱性を突く攻撃はウェブサー
バ管理者の間でよく知られており、攻撃頻度も高
く、脆弱性対策が不十分な場合には、侵入経路と
なる可能性は十分にある。また、BMB サーバでは
以前から phpMyAdmin が使われていることを木下
専門員から聞いており、これらの状況から
phpMyAdmin にターゲットを絞り、解析を進める
こととした。

図３

ドイツの PHP 関連情報交換掲示板

【phpMyAdmin の脆弱性】
phpMyAdmin の脆弱性で特に有名なものとして、
phpMyAdmin に含まれる setup.php ファイルの脆弱
性がある。setup.php ファイルに対して、悪意ある
コードを POST で送り込むことで、config.inc.php
にバックドアが仕掛けられ、任意のシェルコマン
ドの実行が可能になる。ファイルの書き換えや、
Linux ユーザアカウントの盗難も可能であり、重大
なセキュリティインシデントとなる。なお、この
脆弱性は、phpMyAdmin のバージョン 2.11.9.5 もし
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くは、3.1.3.1 より前に存在するものである。
【BMB ウェブサーバのアクセスログ解析】
.htaccess が書き換えられた 2011 年５月 18 日 14
時 22 分付近で phpMyAdmin に関連するアクセスロ
グを抽出した結果を以下に示す。
-------------------------------------------------------------------6.4.50.141 - - [28/Feb/2011:18:21:32 +0900] "GET
//phpMyAdmin-2.8.2/scripts/setup.php HTTP/1.1" 404 465
"-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)"
70.183.15.51 - - [01/Mar/2011:17:32:19 +0900] "GET
/phpMyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.1" 200 14054 "-"
"Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)"
71.13.234.72 - - [04/May/2011:13:50:13 +0900] "GET
/phpMyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.0" 200 14033 "-"
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
68.188.27.18 - - [07/May/2011:00:09:11 +0900] "GET
/phpMyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.0" 200 14033 "-"
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
70.89.104.61 - - [15/May/2011:04:28:22 +0900] "GET
/phpMyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.1" 200 14054 "-"
"Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)"
70.89.104.61 - - [18/May/2011:14:22:29 +0900] "GET
/phpMyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.1" 200 14033 "-"
"Mozilla/5.0 (Windows)"
70.89.104.61 - - [18/May/2011:14:22:31 +0900] "POST
/phpMyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.1" 500 780 "-"
"Mozilla/5.0 (Windows)"
-------------------------------------------------------------------アクセスログ内に記載されている、404、200、500
という数値はウェブサーバの応答の種類であり、
404 は「要求のファイルが見つからない」、200 は
「正常処理」、500 は「サーバ内部エラー」を示し
ている。
上記、全てのアクセスログが脆弱性を指摘され
ている setup.php ファイルへの要求であり、脆弱性
を突いた攻撃と判断できる。その中で、404 応答で
あれば、setup.php ファイルが存在しなかったため、
問題にはならない。しかし、200 応答は、setup.php
ファイルの存在が攻撃者に確認されたことになる。
アクセスログの中の、太字箇所に注目すると、14
時 22 分 29 秒に setup.php の存在を確認した後、２
秒後の 14 時 22 分 31 秒に setup.php ファイルに対

して、何らかのデータが POST で送られている。
この 14 時 22 分は.htaccess が不正に書き換えられ
た時刻と一致する。
POST されたデータの中身はアクセスログに残ら
ず、また、バックドアの存在も確認されなかった
ため、今回の不正アクセスによるファイルの改ざ
んの原因が上記 phpMyAdmin の setup.php の脆弱性
によるものと断定することはできない。しかし・・・
・ アクセスログに残る攻撃パターンが、
phpMyAdmin の setup.php の脆弱性が原因で不
正アクセスされた他のサイトが受けた攻撃パタ
ーンに酷似
・ phpMyAdmin の setup.php の脆弱性は認知度が
高く、攻撃頻度も高い
・ setup.php ファイルに対して、何らかのデータ
が POST された時刻と.htaccess が不正に書き換
えられた時刻が一致
・ 上記、時刻にこれ以外の不審なログが存在しな
い
・ phpMyAdmin のバージョンが古く、上記、脆弱
性が修正されていないバージョンだった（設置
されていた phpMyAdmin のバージョンは 2.11.5、
上記脆弱性は 2.11.9.5 以降で修正）
これらの状況証拠から、今回の不正アクセスの
侵入経路は、公開領域に配置されていた
phpMyAdmin の脆弱性にある可能性が極めて高い
と結論づけた。
５．再発防止
phpMyAdmin の脆弱性を突くウェブサーバへの
攻撃は、他のアプリケーションへの攻撃に比べて、
突出して多い。今回はデータファイルの更新中に不
正アクセスが発生するという不幸中の幸いにより、
被害の発生を早期に知ることができた。サイトの再
開に当たり phpMyAdmin を削除したことは言うま
でもない。さらに、セキュリティホール検出ソフト
「w3af」による脆弱性のチェックも念入りに行った。
なお、サーバ復旧にあたり、ハードディスクを
交換し OS 等をクリーンインストールするなど、今
回の不正アクセスの影響を受けないよう対策を行っ
た結果、約１ヶ月後の６月 23 日、BMB サイトの
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サービスを再開することができた。
６．ＢＭＢオフ会
この貴重な経験（教訓）を生かし、BMB 会員と
ウェブサーバの全ての管理者に対して、不正アクセ
スへの備えと徹底した侵入防止対策を施していただ
くため、第 19 回のオフ会では「不正アクセス事例
に学ぶホームページ管理」をテーマに、サイバー攻
撃の現状と対策についての勉強会を行った。
第 19 回勉強会（オフ会）「不正アクセス事例に学
ぶホームページ管理」 9／6 参加 40 名

BMB 不正アクセスの原因究明

NPO 情報セキュリティ研究所

新田

仁 氏

中嶋聡史 氏
（川本誓文）

こどもＯＳの活用効果に関する研究 −

プレイフル・デザイン・カードの開発 −

川本誓文・西村睦夫、こどもＯＳ研究会

１．研究概要
認知心理学や教育工学、ワークショップの専門家
を交えたこどもの行動観察調査から、こどもの成長
発達の過程で発現する共通の行為を抽出し、それに
基づくデザイン言語（こどもＯＳランゲージ）と発
想を導くためのデザインコード（指針）を研究開発。
これを、建築・環境デザインやプロダクト等のデザ
イン開発の現場でツールとして活用できる「プレイ
フル・デザイン・カード」として発展させた。
遊びゴコロに満ちた創造的な「デザインコード（表
面）」に加え、避けなければならない危険を、ハザ
ード予測や事故防止に役立つ「安全・安心コード（裏
面）」として付加した。
２．こどもＯＳランゲージ
こどもＯＳ研究会では、小学校３・４年生を対
象に行ったワークショップ（遊びや楽しみの中で発
現する、こども達に特徴的な思考や行為【振舞い】
の調査）から、人が身体的・精神的に発達していく
ために必要な原初的な価値観とも言うべき 21 の“言
葉”を「こどもＯＳランゲージ」として抽出した。
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通り抜ける路地
囲われ感
登らせるかたち
メタ視
対岸へ
揺れるもの
アイキャッチ
禁止の誘惑
ながら
流れる水
マインルール
ぴったり探し
触って確認
無意識の感触
くぐりぬけ
見立て
反復するもの
アンバランス
延長する身体
軌跡
かみさま
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図１

こどもＯＳランゲージ（例）

こどもＯＳランゲージは、１つ１つのランゲー
ジが持つ性質に共感するための「解説文」、そして、
なぜこども達がそのような行動に駆り立てられるの
か？という動機や心情を表すための９つの「こども
ＯＳキーワード」、さらに、それらの価値観を拡張
し、製品開発につなげるための設計指針である「デ
ザインコード」の３つで構成されている。
これらは、新しいモノを生み出すために既成概
念に捕われているおとなの価値感や社会のルールを
突き崩し、遊びゴコロ溢れるデザインイノベーショ
ン（デザイン思考）を想起させるための方策であり、
おとながこどもの感性から学ぶという逆転の発想に
真理を求めた結果である。
３．ハザードチェック
研究会では、これら 21 のランゲージを汎用的な
デザイン発想ツールとするため、カードの開発に着
手した。これまでの成果によりカードの表面は既に
完成している。しかし一方で、こどもの振舞いを無
自覚に放置し、取り返しのつかない重大事故を発生
させるわけには行かない。そこで、各々のランゲー
ジによる行為から導き出されるアクシデントを事故
の型分類（表１）を参考に、下記に記した事故情報
データベースにアクセスし、54 の事故事例を抽出
した。
・独立行政法人製品評価技術基盤機構（nite）の事
故情報データベース
http://www.nite.go.jp/index.html

・学校安全 Web 学校事故事例検索データベース
https://naash.go.jp/anzen/home/tabid/102/Default.aspx
・キッズデザインの輪「生育医療センター・事故デ
ータ」http://www.kd-wa-meti.com/statistics.html
【事故事例：反復するもの】
・ 急いで教室に帰ろうとして遊具（肋木）に右手
をかけ曲がろうとしたとき、右手中指が引っか
かっり切断した。（小３男子）
【事故事例：対岸へ】
・ ジャングルジムからバスケットボールのリング
に飛び移ろうとして、ジャングルジムに足を引
っかけて転落、頭部骨折。（小３男子）
墜落

飛来

転倒

激突
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激突
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火災

交通事故

転落

表１

落下

事故の型分類表

４．プレイフル・デザイン・カード
データの突き合わせ作業により、実際の事故事
例とランゲージの関わりを精査し、ハザードを想起
させる「解説文」および、ハザード回避のための「安
全・安心コード」を導き出した。また最終的に「Ｉ
ＳＯガイド５０安全指針」とのすり合わせによる文
言の最終調整を経て、カードの裏面を完成させた。
なお、次年度はカードを活用したデザイン発想
演習を複数の大学や企業で実施し、アイデア発想プ
ロセスのデータ収集と可視化を図るとともにワーク
ショップの手順の最適化を目指す。
（川本誓文）
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図２

プレイフル・デザイン・カード（例）

平成２４年度の計画
１．ビジネスマッチング･ブログの構築･運営に関
する研究
［研究担当者］ 川本誓文・西村睦夫
竹田裕紀・新田 仁・朴 忠植
（地独）大阪府立産業技術総合研究所
アドバイザー 木下敏夫
（大阪府産業デザインセンター・
デザイン専門員／TKTools 代表）

２．「こどもＯＳ」の活用効果に関する研究

ものづくり中小企業やデザイナー、クリエイタ
ーの情報発信支援、また、BtoB ビジネスマッチン
グを目的としたコミュニケーションサイト「ビジネ
スマッチングブログ（BMB）」のサイト構築・運営
に関し、（地独）大阪府立産業技術総合研究所との
共同により、開発研究、および、事業運営を行い、
その成果を反映させたサイト管理を行う。

「こどもＯＳ研究会」の研究活動（こどもＯＳの理
論構築から汎用的デザイン発想法の開発、および、
その効果検証、成果普及等）をさらに進め、プレイ
フル・デザイン・カードを活用したデザイン発想演
習を大学や企業で実施し、アイデア発想プロセスの
データ収集と可視化を図るとともにワークショップ
手法の最適化を図る。

［研究担当者］

川本誓文・西村睦夫
NPO法人キッズデザイン協議会
「こどもＯＳ研究会」

この摘要に掲載した研究は、在阪の中小企業等の企画開発に役立てていただくために実施しています。
内容に関するご質問、詳しい説明や関連資料のご請求につきましては、お気軽に各研究担当者までご連絡
ください。
当センターでは、研究だけでなくデザインに関する相談･指導や人材育成･研修など、デザインを通じて
総合的に支援する各種事業を展開しています。皆様のご利用をお待ちしております。

大阪府産業デザインセンター
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