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初めに 

【背景】 

2020 東京オリンピックパラリンピックの開催に向けて、都心の交通渋滞緩和を目的とした

首都圏企業に対するテレワークの推進が進められている。 

テレワークを実施できる共同利用型オフィス等についてもさらなる充実が必要と考えられ

る。 

一方でパスワードが設定されていないフリーWi-Fi など、その安全性を考慮したオフィス

の運用となっていないケースも散見される。 

昨今の IoT を中心とするサイバーセキュリティ事故の増加を考えると、共同利用型オフィ

ス等のセキュリティ対策は喫緊の課題と言わざるをえない。 

 

【利用目的】 

共同利用型オフィス等運営事業者に対して、サイバーセキュリティ上の課題と解決策を解

説し、安全な共同利用型オフィス等を設営および運営に必要な要件を明らかにすることを

目的とする。 

また、共同利用型オフィス等利用企業に対しても、「どのような共同利用型オフィス等環

境を選択すべきか？」という点で参考としてご覧いただきたい。 

⚫ 共同利用型オフィス等運営事業者 

✓ 安心してテレワークができる環境や仕事場に求められる要件とは？ 

✓ 選ばれる共同利用型オフィス等となるには、どのようなセキュリティが必要か？ 

⚫ 利用者 

✓ どのような共同利用型オフィス等であれば安心して仕事ができるか？ 
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【構成】 

共同利用型オフィス等の運営に対して、サイバーセキュリティの観点で考えられる「脅

威」とそれに対して備えるべき最低限必要な「基本対策」および状況に応じてさらに望ま

れる「応用対策」から構成。 

    

 

 

【共同利用型オフィス等の定義】 

本ガイドにおいて対象とする「共同利用型オフィス等」は以下の通りである。 

・ 民間企業が運営する共同利用型コワーキングスペース、レンタルオフィス、シェアオ

フィス 

・ 自治体や行政が運営する共同利用型コワーキングスペース、レンタルオフィス、シェ

アオフィス 

※時間貸、会員制両方共同利用型オフィス等を対象とする。 

※在宅勤務(自宅)、モバイルワーク(カフェ、ラウンジ、移動車内（飛行機、新幹線）な

ど)については対象外とする。 

  

共同利用型オフィス等の運営に対する

サイバーセキュリティ上の脅威 
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セキュリティ課題と対策 

入退出管理：利用者の確認 

【脅威】 

• 身元のはっきりしない利用者が入場し、ウィルスの混入や情報漏洩などのセキュリティ

事故が発生する恐れがある。  

• 会員制施設においても、会員のなりすましが発生する恐れがある。 

  

【基本対策】 

• 対策①：身分証明 

時間貸の共同利用型オフィス等であっても、写真付き身分証明書(マイナンバーカード、

運転免許証、パスポートなど)による本人確認を行った上で、利用登録を行う。 

特にレンタル PC によるネットワーク接続サービスを行っている共同利用型オフィス等

では、条例などで本人確認が義務付けられることがある。 

※ホテルについては本ガイドではスコープ外であるが同程度の対策が求められる。 

 

• 対策②：個人情報の適切な管理 

オンラインで会員登録を行うサイトにおいて、個人情報の入力や登録時には伝送路の暗

号化を施すことが求められる。 

紙で個人情報を扱う場合には、管理運用ルールを明文化し、徹底する。 

 

【応用対策】 

• 対策③：電子的な入退出管理システムの導入 

会員制施設については、IC カード型やスマホアプリ型会員証など電子的に入退出の管理

ができるシステムを導入し、部外者を入場させない仕組みの導入が望ましい。 

この場合、会員証に格納されている鍵に対して、有効期間の設定および定期的な更新の

仕組みや紛失時に即座に機能を失効させる仕組みが実装されていることが必要。 

会員証による認証に加えて、ユーザーが記憶する暗証番号の入力を組み合わせることに

より、さらにセキュリティを強化することが可能となる(多要素認証)。 

 

• 対策④：生体認証システムの導入 

静脈認証、指紋認証、虹彩認証など生体認証システムを導入し、厳密に個人の特定（ア

クセスコントロール）を行うこともセキュリティを強化するためには望ましい。 

このようなシステムはセキュリティの厳格化と共に、利用者の利便性を高める効果もあ

る。 
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• 対策⑤：会員区分 

会員制共同利用型オフィス等においては、会員とゲスト利用のユーザー区分を行い、そ

れぞれの利用規約を明確にすることが望ましい。 

 

• 対策⑥：アクセスログの確保 

事故発生時のトラッキングの為にも利用ログ(利用者、利用時間、利用リソースなど)を

取得し、管理することが望ましい。 
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ネットワーク：無線LAN、Wi-Fi ルーターなど 

【脅威】 

• Wi-Fi ルーターが乗っ取られてウィルスの侵入を許し、その結果機密情報が盗まれた

り、プライバシーが漏洩する恐れがある。 

• さらに情報が流出してしまうだけではなく、気づかないうちに DDoS 攻撃の起点となっ

てしまい、加害者として社会的に損害を与えてしまうことさえもある。 

 

【基本対策】 

• 対策①：Wi-Fi ルーターの設定 

安全性の高い Wi-Fi ルーターを選択し、SSID やパスワードを変更するなど正しい設定

をする。 

・暗号化方式としてセキュリティリスクの高い WEP の利用ではなく、WPA2-

PSK(AES) を選択する。 

・Any 接続拒否設定を行う。(不特定多数の PC からの接続禁止、SSID を見えないよう

にする) 

 

• 対策②：セキュリティアップデート 

セキュリティアップデートが出た際には直ちに適応する。適応の即時性を考えると、自

動更新が可能な機器を利用することが望ましい。 

 

・対策③：ネットワーク分離機能 

Wi-Fi で接続している端末同士の通信を不可にすること。 

 (「ネットワーク分離機能」や「プライバシーセパレーター機能」と呼ばれる設定を有効 

   化すること。) 

 

・対策④：パスワード設定と定期更新 

Wi-Fi ルーターの管理者用画面（メニュー）のパスワードが未設定だったり、工場出荷

時のデフォルト設定のままになっている場合は、即座に設定・変更する。 

また不特定多数に対して SSID/パスワードを公開している共同利用型オフィス等におい

ては、パスワードを定期的に更新するという運用ルールを設定することが望ましい。 

なお、パスワードには、“0000”、 “ABCD”、”admin“、”Password“、“施設名”、“電話番

号”など簡単に他人に想定されるものは使用しないことを徹底する。 

 

• 対策⑤：パスワードの告知 

利用者用の Wi-Fi ルーターにアクセスするためのパスワードは、利用者にのみが知るこ
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とができる方法を検討する。 

例えば、 

・受付の際に、身元確認した上でパスワード情報を伝える。 

・正規の会員だけ通知を受けることができる方法で公開する。(登録アドレスへのメー 

 ル、パスワードで管理された会員サイトでの公開など)  

 

【応用対策】 

• 対策⑤：高度なセキュリティの導入 

厳格にセキュリティを担保するためには、すでに実績がある対策ソフトやサービスを活

用することが望ましい。 

例えば、 

・公開鍵暗号(PKI)を活用した、機器の個別識別によるアクセスコントロールを行い、 

認可されていない PC の接続を制限する。 

・IEEE802.1x 認証を搭載した機器を使い、サーバー側の認証に電子証明書等を利用し、

未認証端末からの不正アクセスを排除する。 

・MAC アドレスによるフィルタリング設定による接続 PC の制限を行う。 

・施設内サーバーへのアクセスには、ワンタイムパスワードの仕組みを導入し、パスワ 

 ードハッキングのリスクを軽減する。 

・Wi-Fi ルーターに接続し、インターネット接続機器を乗っ取りや遠隔操作などから守 

るサービスや製品を利用する。 
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付帯設備：複合機、防犯カメラなど 

【脅威】 

• ビジネス上の機密情報が複合機のキャッシュに残っている可能性があり、不正アクセス

により情報漏洩する可能性がある。 

• セキュリティが実装されていない情報機器については情報漏洩の危険性が高いだけでは

なく、乗っ取られて Bot 化し、DDoS 攻撃の起点となることさえ懸念される。 

• ネットワークカメラのパスワードが設定されておらず、オフィスの様子が意図せずに

駄々洩れになっていることに気が付いていない。 

• プリントアウトした書類が放置され、物理的な情報漏洩につながる可能性がある。 

 

【基本対策】 

• 対策①：パスワード設定 

基本的に無線 LAN、Wi-Fi ルーターと同様の対策が求められる。 

ネットワークに接続される付帯設備のパスワードが未設定だったり、工場出荷時のデフ

ォルト設定のままになっている場合は、即座に設定・変更する。 

 

• 対策②：複合機の設定 

 複合機に関しては、必要性が無い場合には、外部ネットワーク(インターネット)に接続

しない。 

また、ハードディスク蓄積データの「暗号化」および「消去」設定機能がある場合、有

効化する。 

 

• 対策③：メーカーからの注意喚起 

複合機に関しては各メーカーおよび経済産業省/IPA から、発信される注意喚起、対策要

請に気を配り、その対策を確実にとることが求められる。 

・グローバル IP アドレスは割り当てない。 

 

【応用対策】 

• 対策④：ID カードやパスワードによる出力管理 

出力した書類の放置による情報漏洩事故を防ぐためには、ID カードやパスワード入力に

よる出力制御の仕組みを導入することが望ましい。 

  



9 

 

付帯設備：Web会議室、レンタルPC、ロッカーなど 

【脅威】 

・テレワークをする上で、Web 会議が求められるが、発言の音漏れにより機密情報が漏れ

てしまう可能性がある。 

・レンタル PC をのぞき見されることにより、機密情報が漏れてしまう可能性がある。 

・書類の放置など物理的な側面でセキュリティ事故が発生する可能性がある。 

 

【基本対策】 

対策①：電話、web 会議等、音声を発する利用への配慮の確保 

Web 会議可能を表記する共同利用型オフィス等に関しては、音声を発する際のルールを明

示する 

 

対策②：レンタル PC の対策(最新アップデート) 

レンタル PC は、常に最新のバージョンにする。 

 

【応用対策】 

対策③：電話、web 会議等、音声の発生可能な場所の確保 

Web 会議可能と表記する共同利用型オフィス等に関しては、時間貸しの個室や会議室、ブ

ース型等の防音設備などを設定する。 

 

対策④：レンタル PC の対策(のぞき見フィルタ) 

レンタル PC には、のぞき見防止フィルタを付けることが望ましい。 

 

対策⑤：スマートロッカーの導入 

安全に手荷物を管理できるように、IC カード型会員証やスマーフォンで閉・開錠可能なス

マートロッカーを設置することが望ましい。 

 

対策⑥シュレッター、溶解 BOX の導入 

不要となった機密書類やメディアを安全に廃棄するためのシュレッターや溶解 BOX を設

置することが望ましい。 
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管理体制：セキュリティポリシー、トレーニング 

【脅威】 

• サイバーセキュリティ上の対策を万全にしていても、人のミスや運用の不備によりセキ

ュリティ事故が発生するケースが多い。 

 

【基本対策】 

• 対策 1：セキュリティポリシー 

該当施設における安全な運用規定を明文化したセキュリティポリシーを策定し、利用者

に明示したうえで、共同利用型オフィス等運営事業者はセキュリティポリシーに沿った

運営を行う。 

 

• 対策２：利用者規約を定め、利用者から同意を得ること 

当該施設を利用する際の規約を設定する。また会員登録や利用申請時に、規約への同意

書にサインいただき、ルールに基づいた利用を徹底する。 

 

• 対策３：事故発生対策マニュアル 

万が一の時の為に事故発生時の対策を記したマニュアルも合わせて規定する。 

この中には事故発生時の連絡網も記載する。 

 

• 対策４：定期チェック/トレーニング 

「共同利用型オフィス等セキュリティポリシー」および「事故発生対策マニュアル」に

基づく定期的なチェックおよびトレーニングを行い、セキュリティのための PDCA サイ

クルを確立する。 
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コラム 

Wi-Fi ルーター（無線LAN）通信規格の脆弱性 

2018 年 10 月 16 日（米国時間）に WPA2（Wi-Fi Protected Access II）における暗号鍵を

特定されるなど複数の脆弱性が公開されました。この WPA2 は、Wi-Fi の通信規格の 1 つ

です。 

この脆弱性を悪用された場合、同じ Wi-Fi ルーターの通信範囲内いる第三者により、盗聴

が行われる可能性があります。 

 

現時点で、この脆弱性を悪用した攻撃コードおよび攻撃被害は確認されていませんが、今

後この脆弱性を悪用する攻撃が発生する可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この脆弱性の対策は、Wi-Fi ルーターのソフトウェアをアップデートすることです。既に

Wi-Fi ルーターメーカーからアップデートを提供しています。最新のソフトウェア（ファ

ームウェア）にアップデートしてください。過去の古い Wi-Fi ルーターの場合には、アッ

プデートが提供されていない場合がありますので、最新の Wi-Fi ルーターへの入替えを検

討してください。 

 

Wi-Fi ルーターに関する規格を策定する Wi-Fi Alliance が、2018 年 6 月 25 日（米国時

間）に、新規格である「WPA3」を発表しました。現在幅広く使用されている WPA2 で

は、パスワードなしで無線 LAN 通信を盗聴できる上記脆弱性などの問題を抱えていま

す。WPA3 では大幅にセキュリティが向上され、これらの問題が解決されています。 

今後、Wi-Fi ルーターを設置、入替えする場合には、WPA3 規格に対応した機器を選ぶよ

うにしてください。 

 

脆弱性への攻撃により、暗号

通信の内容を盗聴される 
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ANY接続禁止 

ANY 接続禁止（または ESSID ステルスとも言う）は、アクセスポイント名（SSID）を見

えなくし、SSID を知らない第三者からの接続を防ぐことができます。 

 

Wi-Fi ルーターにはアクセスポイント名を示す SSID（Service Set Identifier）というもの

があります。不特定多数の人が利用する公衆無線 LAN では利便性を損なわない等の理由

から、SSID を公開しています。屋内設備で利用者が限定される場合には、SSID を非公開

にする設定にすることを推奨します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACアドレスフィルタリング 

Wi-Fi ルーターに接続するパソコン、その他 Wi-Fi 接続可能なスマートフォンやタブレッ

の MAC アドレスをあらかじめ Wi-Fi ルーターに登録し、登録されたパソコンのみ接続で

きる機能です。Wi-Fi ルーターに登録していない他の機器から接続を防ぐことができま

す。 

 

ネットワーク分離機能 

ネットワーク分離機能（プライバシーセパレーターとも言う）は、Wi-Fi 接続しているパ

ソコン同士のアクセス（共有フォルダ等へのアクセス）を禁止することができる機能で

す。利用者のセキュリティ保護のため、この機能を使用することを推奨します。 

 

ネットワーク分離機能が有効な場合は、無線 LAN 対応プリンタを使用している場合は通

信ができなくなります。Wi-Fi ルーター、複合機、ネットワーク環境や構成などを見直し

てみましょう。 

ANY 接続：有効 

SSID：xxxx 

ANY 接続：無効   
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Wi-Fi ルーター暗号化方式 

一般的に Wi-Fi ルーターの暗号化方式には、「WEP」「WPA-PSK（TKIP）」「WPA2-PSK

（TKIP）」「WPA-PSK（AES）」「WPA2-PSK（AES）」があり、暗号化方式には以下の特

徴があります。 

 WEP TKIP AES 

 ユーザーが指定した

任意の文字列

（WEP キー）を無

線 LAN アクセスポ

イント（親機）と無

線 LAN 端末（子

機）に登録すること

によって、WEP キ

ーが一致した場合の

み通信できるように

なります。 

パケットごとに暗号

化キーを変更する機

能や、メッセージご

とに改ざんを防ぐ機

能があり、WEP よ

りさらに強固です。 

米国商務省標準技術

局(NIST)が選定し

た暗号方式です。

WEP、TKIP より強

固な暗号化で、より

安全です。 

暗号化強度 △ ○ ◎ 

WPA-PSK － 標準 オプション 

WPA2-PSK － 標準 標準 

 

WEP は設定した暗号化キーが固定であり、解読される危険性があるため、よりセキュリ

ティ強度の高い AES の利用を推奨します。 
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WPA2-PSK（AES）、WPA-PSK（AES）に対応している製品では、WPA2-PSK（AES）

/WPA-PSK（AES）に設定して利用することをお勧めします。 

また今後、WPA3 規格に対応した Wi-Fi ルーターが提供される予定ですので、WPA3 の暗

号化方式での設定を推奨します。 

IEEE802.1x 認証 

IEEE802.1x 認証は、無線 LAN を利用するクライアントと、無線 LAN アクセスポイント

の双方で IEEE802.1x における認証プロトコルを使用し、認証には、RADIUS(Remote 

Authentication Dial-In User Service)サーバーを利用することで、無線 LAN の利用におい

て認証機能を付加する方式です。802.1x 認証や、1x 認証という言い方をする場合もありま

す。RADIUS サーバーで認証の許可および拒否を行うことで、未認証のクライアントから

の不正アクセスを排除することが可能なため、IEEE802.1x 認証を行うことを推奨します。 

 

認証方式 EAP-TLS EAP-TTLS EAP-PEAP 

概要 電子証明書を用いる

ため、セキュリティ

強度が強い 

ID/パスワードを用

いるため、認証情報

を類推、詐取される

可能性がある 

ID/パスワードを用

いるため、認証情報

を類推、詐取される

可能性がある 

端末側の認証 電子証明書 ID/パスワード ID/パスワード 

サーバー側の認証 電子証明書 電子証明書 電子証明書 
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チェックシート 

要件 基本対策 応用対策 

●入退出管理：利用者の確認 

利用者の身分確認を行っていますか？ Y/N  

オンライン会員登録の際、暗号化通信を行っていますか？  Y/N  

紙で個人情報を扱っている場合、管理運用ルールに設定し、徹

底していますか？ 

Y/N  

IC カードやスマホアプリ型会員証など電子的な入退出管理を導

入していますか？ 

 Y/N 

生体認証を利用したアクセスコントロールを導入しています

か？ 

 Y/N 

会員、ゲストなどユーザーの区分を行いそれそれに応じたルー

ル（利用規約）を策定していますか？ 

 Y/N 

利用者ログを取得し、適切に管理していますか？  Y/N 

●ネットワーク：無線 LAN、Wi-Fi ルーターなど 

Wi-Fi ルーターの適切な設定をしていますか？ 

・暗号方式として WPA2-PSK(AES)を選択していますか？ 

Y/N  

Wi-Fi ルーターの適切な設定をしていますか？ 

・Any 接続拒否設定を行っていますか？ 

Y/N  

Wi-Fi ルーターの適切な設定をしていますか？ 

・管理者画面用パスワードを設定していますか？ 

Y/N  

Wi-Fi ルーターの適切な設定をしていますか？ 

・パスワードは工場出荷時のデフォルト設定のままにしていま

せんか？ 

Y/N  

Wi-Fi ルーターの適切な設定をしていますか？ 

・パスワードは“0000”、 “ABCD”、”admin“、”Password“、“施

設名”、“電話番号”など簡単に推測されるものになっていません

か？ 

Y/N  

Wi-Fi ルーターの適切な設定をしていますか？ 

(不特定多数にパスワードを公開している場合) 

・パスワードを定期的に変更していますか？ 

Y/N  

パスワードは誰にでも目に付くところに掲示していませんか？ Y/N  

パスワードを身元確認した利用者にのみ通知できるようにして

いますか？ 

Y/N  
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セキュリティアップデートが自動更新される機器を利用してい

ますか？ 

Y/N  

Wi-Fi ルーターの適切な設定をしていますか？ 

・ネットワーク分離機能やプライバシーセパレーター機能を有

効化し、端末同士が通信できないようにしていますか？ 

Y/N  

高度なセキュリティを導入していますか？ 

公開鍵暗号(PKI)を利用した機器の個別認識によるアクセスコン

トロールの仕組みを導入していますか？ 

 Y/N 

高度なセキュリティを導入していますか？ 

IEEE802.1x 認証を搭載した機器を導入していますか？ 

 Y/N 

高度なセキュリティを導入していますか？ 

MAC アドレスによるフィルタリング設定によるアクセスコント

ロールの仕組みを導入していますか？ 

 Y/N 

高度なセキュリティを導入していますか？ 

施設内サーバーへのアクセスには、ワンタイムパスワードの仕

組みを導入していますか？ 

 Y/N 

高度なセキュリティを導入していますか？ 

インターネット機器の乗っ取りなどから守るサービスや製品を

利用していますか？ 

 Y/N 

●付帯設備：複合機、防犯カメラなど 

複合機や防犯カメラなどネットワークにつながる付帯設備につ

いて、パスワードを設定していますか？ 

Y/N  

複合機や防犯カメラなどネットワークにつながる付帯設備につ

いて、パスワードが工場出荷時のデフォルト設定のままにして

いませんか？ 

Y/N  

複合機や防犯カメラなどネットワークにつながる付帯設備につ

いて、パスワードは定期的に変更していますか？ 

Y/N  

複合機について、必要が無い場合は外部ネットワーク接続しな

いようにしていますか？ 

Y/N  

複合機について、ハードディスク蓄積データの「暗号化」およ

び「消去」を有効化していますか？(機能がある場合) 

Y/N  

複合機について、メーカーや IPA（情報処理推進機構）から発

信されている注意喚起および対策について目を通して、対応し

ていますか？ 

Y/N  

複合機（プリンタ）について ID カードやパスワードにより出

力管理の仕組みを導入していますか？ 

 Y/N 
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●付帯設備：Web 会議室、レンタル PC、ロッカーなど 

Web 会議を実施するためのスペース(会議室、ブース等)を整備

していますか？(Web 会議可能を表記する共同利用型オフィス

等) 

Y/N  

レンタル PC は常に最新のアップデートをあてていますか？ Y/N  

レンタル PC にはのぞき見防止フィルタが付けられています

か？ 

 Y/N 

手荷物用の鍵付きロッカーを設置していますか？  Y/N 

不要になった機密書類やメディアを安全に廃棄するためのシュ

レッターや溶解 BOX などを設置していますか？ 

 Y/N 

●管理体制：セキュリティポリシー、トレーニング 

安全な運用ルールを明文化したセキュリティポリシーを策定し

ていますか？ 

Y/N  

利用規約を定め、会員登録時や利用申請時に同意書にサインを

いただいていますか。 

Y/N  

事故が発生した際の対策マニュアルを策定していますか？ Y/N  

セキュリティポリシー、事故発生対策マニュアルに基づく、定

期的なチェックやトレーニングを行っていますか？ 

Y/N  
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用語集 

用語 解説 

Any 接続 

無線 LAN クライアント（パソコンやゲーム機など）が

無線 LAN ネットワークに接続する方法の一つで、接続

先ネットワークの名前（SSID）を直接指定せずに、電波

の届くネットワークをすべて検出して接続先を選択する

方式 

Bot 作業を自動化するプログラムの総称 

DDoS 攻撃 

複数のコンピューターから標的のサーバーに、ネットワ

ークを介した大量の処理要求を送ることでサービスを停

止させてしまう攻撃 

IoT(Internet of Things) 

様々な「モノ（物）」がインターネットに接続され（単

に繋がるだけではなく、モノがインターネットのように

繋がる）、情報交換することにより相互に制御する仕組

み 

MAC アドレス 
ネットワーク機器やネットワークアダプタに付いている

固有の識別番号。製造段階で付与される 

PDCA サイクル 

Plan(計画)・Do（実行）・Check（評価）・Action（改

善）を繰り返すことによって、生産管理や品質管理など

の管理業務を継続的に改善していく手法 

PKI 

公開鍵基盤（Public Key Infrastructure）の略称。公開鍵

と秘密鍵のペアからなるインターネット上で安全に情報

のやり取りを行うセキュリティインフラ 

SSID 無線 LAN におけるアクセスポイントの識別名 

WEP 
無線 LAN などの通信の暗号化方式の一つ。共通鍵が使

用されており、現在は推奨されていない 

WPA2-PSK(AES) 
無線 LAN などの通信の暗号化方式の一つ。NIST（米国

商務省標準技術局）が選定した暗号方式 

アクセスコントロール 

利用者の属性に応じてアクセスできるリソースや機能、

情報を事前に設定しておき、実際の利用時にユーザー認

証などを行い、システムの利用制限を行うこと 

アクセスログ 

サーバーやルーターなどの動作を記録したもの。アクセ

ス元、アクセス先の情報を記録し、実施された操作の分

析や事故発生時の原因特定に用いられる 
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暗号 
通信の秘密を守るため、当事者間だけでわかるように決

めた特殊な記号 

キャッシュ 
一度見たホームページのデータをパソコンの中に一時保

存して、早く表示する機能 

虹彩認証 
生体認証の一つで、目の虹彩情報を用いて本人かどうか

の認証を行う仕組み 

コワーキングスペース 
専用の個室スペースを持たず、デスク単位で契約する共

有型のオープンなオフィススペース 

サイバーセキュリティ サイバー空間、領域に関するセキュリティ 

サテライトオフィス 
企業の本拠地以外の場所に設置する小さめのオフィス。

大きく分けて、都市型、郊外型、地方型に分けられる 

指紋認証 指紋情報を用いて本人かどうかの認証を行う仕組み 

生体認証 
バイオメタリック認証とも呼ばれ、人間の身体的特徴や

行動的特徴の情報を用いて行う個人認証 

静脈認証 手のひらの静脈を用いて本人かどうか認証する仕組み 

セキュリティアップデート 
ソフトウェアの安全性にかかわる不具合・脆弱性を取り

除くため、ソフトウェアを最新の状態に更新すること 

セキュリティポリシー セキュリティに関する基本方針 

多要素認証 

アクセス権を得るために必要な本人確認のための要素を

複数ユーザーに要求する認証方式。必要な要素が 2 つの

場合には二要素認証、二段階認証と呼ばれることもある 

フィルタリング 
一定の基準で評価・判断を行い、選択的に排除する機能

のこと 

プライバシーセパレーター

機能 

同じアクセスポイントに無線接続している機器同士のア

クセスを制限する機能。共有フォルダ等へのアクセスを

禁止することができる 

フリーWi-Fi 

公共の倍書において誰でも利用できるように無料で提供

されている Wi-Fi（無線 LAN）サービスまたは無線

LAN アクセスポイント 

モバイルワーク 
時間や場所に縛られず ICT を活用して柔軟に働くテレワ

ークの一形態 
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レンタルオフィス 

事務所に必要な備品や通信設備などがあらかじめ備えら

れた空間。個室空間となっていることが多く、通常の賃

事務所とほぼ同等の機能を保有 

ワンタイムパスワード 
一度限りしか使いえないパスワード。また、パスワード

を生成することを可能にした認証方式 

 


