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調査概要 

調査目的 2020 年に実用化予定の新たな情報通信技術である 5G や IoT の進展に

より活用が進むことが予測される LPWA 等のネットワークにおける情

報リスクに対するセキュリティ対策技術の現状及び技術の進展の情報

を収集し、教育プログラムに反映する。 

セキュアな情報システム設計・開発技術を明らかにし、教育教材開発

に活用する。 

 

対  象 情報セキュリティ専門企業 

 

調査手法 訪問及び電話によるヒアリング 

 

調査項目 5G 実用化で予測される脅威と対応 

LPWA ネットワークにおける脅威と対応 

IoT 機器のネットワーク接続による新たな脅威 

今後の情報セキュリティ技術 

サイバー攻撃における新技術動向と対応 

 

分析内容 今後予測される新たな情報セキュリティの脅威と対応技術を明らかに

する。 

情報セキュリティインシデント発生時の対応とその必要技術、情報セ

キュリティ人材の業務領域・システム開発への関与状況とともに必要

技術を分析する。 

 

成果の活用 教育カリキュラム、科目・シラバスへの反映、教育教材・演習教材の

内容に反映、教員育成研修プログラムに反映 

 

※育成人材像については、IT 分野人材育成協議会と連携して、方向性を検討する。 
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トレンドマイクロ株式会社 

1．企業概要 

1－1．企業プロフィール 

・会社名：トレンドマイクロ株式会社 

・所在地：東京都渋谷区代々木 2-1-1 新宿マインズタワー（東京本社） 

・設 立：1989 年 10 月 24 日 

・資本金：185 億 3,300 万円（2018 年 12 月 31 日付） 

・社員数：6,562 名（2018 年 12 月 31 日付） 

・売上高：1,604 億 1,000 万円（2018 年 12 月 31 日付） 

 

1－2．事業概要 

 「次世代型セキュリティ」を提唱し、脅威防御のエキスパートとしての知見

と、最新の IT 技術を融合させることにより、進化する脅威に対して適切な防御

を提供できるコンピュータ及びインターネット用セキュリティ関連製品・サー

ビスを開発・販売している。 

 

 

2．調査結果 

2－1．5G 環境の課題 

・5G ネットワークは、脆弱性が存在する可能性のあるソフトウェアやサプライヤ

ーで管理されるため、脅威はまずソフトウェアや接続デバイス、攻撃経路など

のネットワークトポロジーを起点に引き起こされる可能性がある。 

 

・5G 関連のデバイスやネットワークの更新は、スマートフォンのソフトウェア更

新プログラムに類似しており、常に脆弱性が生じる可能性がある。 

 

・5G の通信スピード、拡張性、グローバル性はサイバー攻撃者にとって不正収益

を拡大させることができる開拓地となり、全世界を対象にした攻撃が行われる

ことを考えておく必要がある。 

 

・5G を小規模でローカルなネットワークで使用するローカル 5G の場合、NPN（非

パブリックネットワーク）には根本的な脆弱性が潜んでいる。 

 

・遠距離電気通信技術を標的にするサイバー攻撃は、5G の新たなサイバーテレコ

ムの世界でもさらにその攻撃の手を強めてくると考えられる。5G はデータ中心

11 

 

という特性があり、IoT から膨大なデータがパブリックまたはローカルの無線

ネットワークを通過してグローバルな IT クラウドに送られてくる。その領域に

は IT から確認できるセキュリティ監視機能がないところが存在し、そこをター

ゲットに 5G を侵害することができる。 

 

 

 

・SIM カードはクレジットカード同様、請求処理にも関わるため、5G 対応の SIM

カードに対する攻撃は増加すると考えられる。実際に SIM ジャッキングマルウ

ェアは進化し続けている。テレコムドメイン上では、ID を不正に使用したマル

ウェアなど様々な種類の攻撃が可能で、SIM カードの乗っ取りも想定できる。 

 

・SIM カードの不正利用は請求処理関係だけでなく、SIM カードを使用してデバイ

スのネットワーク上での扱いが変えられることもある。その結果、極端な場合

では 5G ネットワーク全体に多大な影響を与えることもあり得る。 

 

・SIM カードを攻撃するために強制的にローミングを発生したり、無線攻撃また

は長距離攻撃で SIM カードのオンボード構成を変更したりすることは不可能で

はない。そのため、サイバー攻撃者が保有または制御するネットワークに気付

かないうちに変えられてしまうこともあり、盗聴、マルウェア感染、大規模詐

欺などを含む、様々な脅威にさらされる危険性がある。 

 

・デバイス 1 台 1 台を狙った SIM に対するサラミ攻撃がじっくりと行われると、

気付いたときには手遅れということも考えられる。 
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・衛星を含む様々な種類の無線トラフィックの処理を可能にする 5G はグローバル

な高速ネットワークであり、グローバルな視点での法律、規格、政治、サプラ

イチェーンなどの整備も必要になってくる。 

 

2－2．5G のセキュリティ対策 

・5G の環境では、ユーザーや接続デバイスへ高帯域幅かつ高速接続を提供する

Software-Defined Network（SDN）が用いられ、5G ネットワーク自体が幅広い

範囲で様々なアプリケーションや業種に利用されることが期待されている。 

 

・ネットワーク機能が動的にシフトする場合、同様にセキュリティも動的である

ことが求められる。例えば、アプリケーション仮想化を介したネットワークサ

ービスやネットワーク機能仮想化（NFV：Network Functions Virtualization）

が動的にシフトする場合、そのセキュリティも迅速なアプリケーション展開で

対応する必要がある。 

 

・トレンドマイクロは、通信事業者やサービスプロバイダ、クラウド事業者など

を対象に、NFV 環境のセキュリティを動的に実現する「Trend Micro Virtual 

Network Function Suite」（TM VNFS）を提供している。 

 

・NTT ドコモの「ドコモ 5G オープンクラウド」で TM VNFS の技術検証を 2018 年 7

月から行い、IoT 関連サービスの増加とともにセキュリティに関する脅威が増

す環境下で TM VNFS が有効であると判断し、5G サービスの提供開始に先がけ、

13 

 

2019 年 3 月から 4G 環境で「ドコモ・クラウド基盤 ネットワークセキュリティ

サービス」の提供を開始している。 

 

・SIM カードの ID はハードウェアレベルで管理されるが、IT ではアプリケーショ

ンレベルで管理されるため、このギャップがテレコム攻撃の要因にもなってい

る。SIM カードのなりすましはハードウェアのデバイスを IT ベースで認証する

際、SIM の ID を信用するために発生する。 

このような SIM ジャッキングに対する攻撃に対し、テレコムと IT 両方のデバイ

ス ID を、ローミング時でも、IT の ID/アクセス管理（IAM：Identity and 

Access Management）システムに移植、つまり可視化できるようにすることで、

データ中心の 5G ネットワークの完全性を保護することができる。 

 

・フェデレーテッド ID/アクセス管理（FIdAM：Federated Identity and Access 

Management）は、米国立標準技術研究所が提唱するゼロトラストアーキテクチ

ャ（ZTA）を介して、従来の IT セキュリティアーキテクチャとテレコムのセキ

ュリティアーキテクチャをつなぐための手段であり、SIM 内にアプリケーショ

ンとして搭載される分散型台帳を利用して実装することを可能にする。これに

より、SIM ジャッキングや同様の IoT 攻撃による潜在的なハードウェアレベル

の影響の検出と、その対処に役立つ。 

 

2－3．IoT デバイスの課題 

・IoT デバイスやルーターを侵害し DDoS 攻撃を仕掛けるボットネット

「Momentum」は、ARM、MIPS、Intel、Motorola 68020 など各種 CPU アーキテク

チャの Linux プラットフォームを標的にしている。そして標的のデバイスへバ

ックドア型マルウェアを感染させ、コマンド＆コントロールサーバからのコマ

ンドを待機し、特定のターゲットへ様々なサービス拒否（DoS）攻撃を仕掛けて

いる。 

 

・Momentum は、各種ルーターや Web サービスの脆弱性複数を悪用し、標的のデバ

イス上でシェルスクリプトをダウンロードして実行することで自身のネットワ

ークを拡大させることができる。 

 

・Momentum はバックドア型マルウェアを標的のデバイスに感染させた後、C＆C サ

ーバに接続した上で、次のような多数の様々な攻撃手法を展開する。 
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コマンド 詳細
ACK ACKフラッド攻撃
ADV-TCP TCPフラッディング ‒ SSYN攻撃の改良版
BLACKNURSE ICMPパケットのフラッド攻撃
DNS DNSアンプフラッド攻撃
ECE attacking（Not in use） SYNフラッド攻撃の一種
ESSYN ExecuteSpoofedSynフラッド攻撃
FIN attacking（Not in use） FINフラッド攻撃
FRAGACK ACKフラグメンテーションフラッド攻撃
FRAG-TCP なりすましTCPフラグメンテーションフラッド攻撃
GRE GREフラッド攻撃
HOLD（Not in use） TCP接続フラッド攻撃（フラグ）
HTTP HTTフラッド攻撃
HTTPFLOOD HTTPフラッディング
JUNK TCPフラッド攻撃（フラグ）
LDAP LDAPアンプフラッド攻撃
MEMCACHE MEMCACHEアンプフラッド攻撃
NSACK ACKフラッド攻撃の一種
NSSYN SYNフラッド攻撃の一種
OVH UDPフラッディング（DOMINATE）の一種

PHATWONK

一度に複数の攻撃：TCPクリスマスツリースキャン（FIN、URG、
PSHフラグのパケットの同時送信）や、すべてのフラグのパケット
の同時送信、USYNスキャン（URGおよびSYNフラグのパケットの
同時送信）、任意のTCPフラグのパケットの組み合わせによる同時
送信などのフラッド攻撃

RTCP
ランダムなTCPフラッド攻撃のフラグメンテーションパケットヘッ
ダ

SACK TCPフラッド攻撃の一種
SEW Attack SYNフラッド攻撃の一種
SSYN2 SYNフラッド攻撃の一種
STUDP STDフラッド攻撃
SYN SYNフラッド攻撃
SYNACK SYN-ACKフラッド攻撃

TCPNULL
TCP-Nulledフラッド攻撃 ‒フラグ無しでTCPパケットによるフ
ラッド攻撃

UDP UDPフラッド攻撃
UDP-BYPASS UDPフラッド攻撃の一種（vulnMix）
UNKNOWN UDPフラッド攻撃
URG attacking 不明

VOLT-UDP
なりすましUDPフラッド攻撃 ほとんどのファイアウォールをバ
イパスl

VSE バルブソースエンジン増幅（Valve Source Engine Amplification）

XMAS
TCPクリスマスフラッド攻撃（TCPクリスマスツリースキャン：
FIN、URG、PSHフラグのパケットの同時送信）

15 

 

 

・IoT デバイスやルーターは、製造時からセキュリティ機能が限定されているこ

とが多く、Momentum のようなボットネットやランサムウェア、コインマイナー

等の脅威にさらされやすい状況にある。 

 

・オペレーションテクノロジー（OT）に携わる人とセキュリティに携わる人の連

携はこれまで少なかったと考えられる。しかし、産業向けの IIoT（Industrial 

Internet of Things）のほとんどが OT に根ざしており、IT と OT の間にあるギ

ャップから、サイバーセキュリティにおける重要な課題が放置されている可能

性もある。 

 

2－4．IoT デバイスのセキュリティ対策 

・Connected Consumer（家庭の内外で IoT を活用する一般利用者）が簡単にセッ

トアップでき、より安全でセキュアな IoT ライフを実現するため、常に最先端

の IoT セキュリティエキスパート集団によるリサーチを反映している。 

 

・「Home Network Security」は、家庭用ネットワークに接続されたデバイスに対

するネットワークアクセス管理を可能にするため、家庭用ネットワーク機器組

み込み型・接続型ソリューションとクラウドサービスを組み合わせたソリュー

ションを展開している。 

 

・家庭用ネットワークに接続されたデバイスは急速に増加しているとともに、多

様化してきている。数ではコンピュータや携帯電話、タブレットを上回り、家

庭用ネットワークの規模がスモールオフィスに極めて近いものになってきてい

る。その中でも見落とされがちであるルーターのセキュリティが重要だと考え

ている。 

家庭用ネットワークに接続されたすべてのデバイスに対するネットワークアク

セス管理を可能にした組込み型ネットワークセキュリティソリューションであ

る「Trend Micro Smart Home Network」（SHN）は、多くの大手家庭用ルータベ

ンダーに採用されている。 

 

・パソコンやスマートフォンだけでなく、家庭内でネットワークにつながる機器

のセキュリティ対策を考える必要がある。外部からの攻撃や有害サイトへのア

クセスから保護する「ウイルスバスター for Home Network」は Wi-Fi ルーター

に挿してアプリで簡単なステップで設定が行えるようにしている。 
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家庭用セキュリティ機器などのソリューションは、導入の容易さも重要なポイ

ントになっている。 

 

2－5．2020 年のセキュリティ対策 

・攻撃者の手法や戦術の分析をもとに作られたフレームワーク「MITRE ATT＆CK」

は、今後セキュリティの評価に関して業界レベルで総合的な枠組みを提供して

いくことになる。多くの法人組織が、MITRE ATT＆CK によって脅威モデル、セ

キュリティ製品、組織リスクなどを評価するようになる。 

 

・サイバー犯罪者の攻撃はより綿密に計画され、広範囲への影響を意図し、多様

な戦術が駆使されることが予測されるため、法人組織では脅威インテリジェン

スを用いた相関関係の分析や総合的な視点が重要で、Security Operation 

Center（SOC）の分析チームのようなセキュリティ専門家の役割もより一層重要

となってくる。 

 

・企業のインフラにおける全領域でリスクを軽減するためには、セキュリティ専

門家との協力体制が不可欠となる。セキュリティ部門及び開発部門の双方にお

いて、接続デバイスの可視化や制御を可能にし、それらのデバイスに関する問

題点を対処しなければならない。 

 

・既知及び未知の脅威をプロアクティブに特定する上でも、リアルタイム検出や

ゼロアワー検出が重要。絶え間なく変化する脅威状況への対処には、以下のセ

キュリティ技術を活用したクロスジェネレーションによる多層防御、そして組

織のネットワーク、エンドポイント、ハイブリッド型のクラウド環境を全方位

で可視化する Connected Threat Defense が必要。 

 

（1）全方位の可視化：影響の緩和やリスク軽減のツール、専門知識を活用し、

脅威の優先順位付けや最適化が施された評価を提供する。 

 

（2）自動連携防御：視覚化され、特定された脅威を、マルウェア対策、機械学

習と AI、アプリケーションコント ロール、Web レピュテーション、スパム対

策技術と連携して自動的に阻止する。 

 

（3）MDR（Managed Detection and Response）：脅威の把握、総合的な分析、即

時修復のため、脅威インテリジェンスを駆使しながらアラートと検知を相互

に関連づけるセキュリティの専門性を提供する。 

17 

 

 

（4）挙動監視：巧妙化されたマルウェアや関連手法をプロアクティブにブロッ

クし、関連する不審な挙動を検知する。 

 

（5）エンドポイントセキュリティ：サンドボックス、侵害検出、エンドポイン

トセンサーなどの機能により攻撃を阻止してデータを保護する。 

 

（6）侵入検出と防止： コマンド＆コントロール（C＆C）通信やデータ流出など

の不審なトラフィックを阻止する。 

 

・2020 年は東京オリンピック・パラリンピックに便乗し、大会運営を妨害するよ

うなサイバー攻撃が懸念される。また、テレワーク環境におけるセキュリティ

の「隙」を突いたサイバー攻撃や AI を悪用した詐欺行為の巧妙化も予想され

る。そのような攻撃を素早く検知し、セキュリティ対策を実施していく必要が

ある。 

 

2－6．クラウド環境のセキュリティ 

・クラウドの普及などによって企業の情報システムは複雑化し、サイバー攻撃の

原因や影響の調査がより困難になっている。 

 

・トレンドマイクロは、クラウドのセキュリティ対策を包括的に管理する新しい

プラットフォーム「Trend Micro Cloud One（仮称）」を、2020 年をめどに発売

し「Amazon Web Services」や「Microsoft Azure」といったパブリッククラウ

ド上にあるファイルや仮想サーバ、サーバーレスアプリケーションなどに潜む

セキュリティ脅威への対策手段をまとめて提供する。 

 

・ひとつもしくは複数のクラウドプロバイダにまたがり、ハイパーバイザーより

上のレイヤーを保護。インスタンスを自動で検出し、エージェントを展開する

ことで、クラウド環境全体を可視化し保護する。 

 

2－7．法人利用者と個人利用者に対する対策 

・IoT に対する脅威に対し、法人利用者向けには、統合型サーバセキュリティソ

リューション「Trend Micro Deep Security」を提供している。 

仮想パッチ機能によって脆弱性を狙う攻撃からサーバを防御するもので、トレ

ンドマイクロ製品に組み込まれたクロスジェネレーション（XGen）セキュリテ

ィアプローチは、高度な機械学習型検索を活用しエンドポイントのデータとゲ
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ートウェイおよびアプリケーションを守る構造になっている。XGen は、従来の

検出技術を回避し、既知、未知および未公開の脆弱性を突くなどの今日の目的

に特化した脅威から利用者を保護する。 

 

・個人利用者向けには、家庭用ルーターを中心に構成されるホームネットワーク

を保護する「ウイルスバスター for Home Network（VBHN）」を提供している。

接続されている各デバイスへの脆弱性を悪用する攻撃をネットワークレイヤで

ブロックするとともに、不正サイトへのアクセスブロックや保護者による利用

制限（ペアレンタルコントロール）などの機能がある。 

また、サイバー攻撃のリスクから守る組込み型ネットワークセキュリティソリ

ューションとして、家庭用ネットワークに接続されたすべてのデバイスに対す

るネットワークアクセス管理を可能にする「Trend Micro Smart Home Network

（SHN）」を提供している。 

 

2－8．人材に対する考え方 

・自らを成長しようとする方を全面的にサポートする体制を整えている。 

 

・「仕事を通じて成長する」ことを重要であると考え、日々の仕事や上司との関係

構築などコミュニケーション能力も重視している。 
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２．フォーティネットジャパン株式会社 

1．企業概要 

1－1．企業プロフィール 

・会社名：フォーティネットジャパン株式会社 

・所在地：東京都港区六本木 7-7-7 Tri-Seven Roppongi 9F 

・設 立：2003 年 2 月（本社米国 Fortinet, Inc.は 2000 年設立） 

・資本金：1,000 万円 

・株 主：米国 Fortinet, Inc.（100%） 

 

1－2．事業概要 

 本社をカリフォルニア州サニーベールに置き、世界中で事業拠点を展開。IT

インフラストラクチャ全体を保護する、真に統合された高性能セキュリティを提

供することを創業以来のビジョンとし、最高レベルのネットワークセキュリテ

ィ、コンテンツセキュリティ等を実現するセキュアアクセス製品を開発し続けて

いる。 

 

 

2．調査概要 

2－1．セキュリティ・トランスフォーメーション 

・セキュリティは、デジタル・トランスフォーメーションの障害物になるのでは

なく、デジタル・トランスフォーメーションの流れを推進するものでなくては

ならない。 

 

・ビジネスのあらゆる領域にデジタル技術を導入してビジネスを変革しようとす

るデジタル・トランスフォーメーションには、デジタル領域に対するセキュリ

ティ機能、継続的な信頼性、アセスメントを提供する「セキュリティ・トラン

スフォーメーション」が必要になる。 

 

2－2．Society5.0 を支えるセキュリティ基盤 

・ユーザーや様々なデバイスが生み出すデータが企業にとって最も重要な資産に

なりつつあることで、データセキュリティの確保が何よりもクリティカルにな

っている。 
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・各国で急増するサイバー戦士が相手国の企業を狙う時代になり、サイバー攻撃

も高度化している。そのため、デジタル・トランスフォーメーションで活用す

る幅広い領域をどのようにセキュア運用するかが成功の鍵となる。 

 

・デジタル化が進んでいくことにより、デジタル技術を前提とした新たな規制に

も対応していかなければいけない。その一方で、急速に進化しているデジタル

技術に規制が追いついていかないという事例も出てくる。 

 

・フォーティネットは、ネットワークセキュリティにおいて、検知・防御と修

復・インテグレーション・パフォーマンスとバリューといった主要なステージ

すべてに卓越した存在となっている。 

さらに IoT からクラウドなど広範なセキュリティ保護を提供し、複数の主要な

市場で成長を続けている。 

 

2－3．新たな脅威等への対応 

・クラウドベースのアプリケーションやツールがビジネスに不可欠になり、複数

の支店等を抱える組織は、パフォーマンスが制限された広域ネットワーク

（WAN）からソフトウェア定義型広域ネットワーク（SD-WAN）アーキテクチャに

切り替えている。 

SD-WAN は、ビジネスアプリケーション運用の効率化とコスト削減、そして SaaS

アプリケーションやユニファイドコミュニケーションサービスのパフォーマン

ス向上を実現するが、直接インターネットにアクセスする際のセキュリティに

留意しなければいけないという欠点がある。 

 

・Web インフラストラクチャやコンテンツ管理システム（CMS）を標的にするもの

の増加など、対応すべき場所が増えている。 

 

・20 億台以上の組み込みデバイスに採用されるなど信頼性が高いとされていたリ

アルタイムオペレーティングシステム「Wind River VxWorks」で複数の脆弱性

の存在が明らかになり、医療や工業などの分野の多くの組織が大混乱に陥っ

た。いま信頼性が高いものであっても明日はどうなるかわからない。 

 

2－4．第三世代のネットワークセキュリティ 

・ステートフルファイアウォールとして知られる第一世代のネットワークセキュ

リティは、接続の保護にフォーカスしたもの。フォーティネットが主導した第

二世代のネットワークセキュリティである次世代ファイアウォールと UTM で
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は、その検査対象がアプリケーションやコンテンツまで拡大された。そして今

日、クラウド、IoT、モバイルの普及が進むなか、急速な拡大を続ける攻撃対象

を保護し、“あらゆる場所に存在するデータ”の安全性を確保するために、第

三世代のネットワークセキュリティの必要性が高まっている。 

 

・あらゆるデバイスとアプリケーションをリアルタイムに可視化して攻撃対象を

包括的に保護する幅広さ（Broad)が求められる。 

 

・異なるセキュリティソリューション間でのやり取りを合理化して統合化

（Integrated）することで、検知と修復にかかる時間を短縮できる。 

 

・サイバー攻撃においても人工知能や機械学習が採用され、その攻撃はますます

高度化する。企業はこれまで以上に迅速に脅威を検知する必要があり、広範な

ネットワークのあらゆる場所で検知される脅威に対するレスポンスと修復を行

っていくために自動化（Automated）していく必要がある。 

 

・フォーティネットでは、幅広いネットワークセキュリティ、一元管理、動的な

インシデントに対応し、進化する IT インフラに対する動的な適応と保護を実現

するアーキテクチャとして、フォーティネット セキュリティ ファブリックを

提供している。 

 

・セキュリティ ファブリックは、仮想、クラウド、オンプレミスのあらゆるネッ

トワークセグメント、デバイス、アプライアンスの広範な保護と可視化を実

現。セキュリティリソースを自動的に同期させることで、ポリシーの適用、さ

らには、ネットワークのあらゆる場所で検知される脅威への自動レスポンスが

可能になり、単一コンソールで異なるセキュリティソリューションや製品を簡

単に管理できるようにするもの。 

 

・セキュリティ・ファブリックを通してセキュリティ・トランスフォーメーショ

ンを実現し、企業が懸念なくデジタル・トランスフォーメーションを推進でき

るように支援していく。 

 

2－5．人材に対する考え方 

・英語での社内メールもあり、最低限のメールのやり取りができる英語力が必

要。 
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も高度化している。そのため、デジタル・トランスフォーメーションで活用す

る幅広い領域をどのようにセキュア運用するかが成功の鍵となる。 
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・ステートフルファイアウォールとして知られる第一世代のネットワークセキュ
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は、その検査対象がアプリケーションやコンテンツまで拡大された。そして今
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・社内だけでなく顧客との関係作りも重視しており、コミュニケーション能力や

問題解決力などが必要。 
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３．株式会社アルファネット 

1．企業概要 

1－1．企業プロフィール 

・会社名：株式会社アルファネット 

・所在地：東京都文京区後楽 1-5-3 後楽国際ビルディング 

・年 商：84.9 億円（2018 年度） 

・従業員：525 名（2019 年 1 月 1 日） 

・設 立：1999 年 7 月 1 日 

・資本金：4 億円 

・系 列：大塚商会 

 

1－2．事業概要 

 IT インフラをトータル支援するサポートサービスインテグレーターとして、

IT インフラ基盤構築（サーバ・ストレージ仮想化、VDI 環境構築、等）、セキュ

リティ診断（Web 診断、ネットワーク診断）等のサイバーセキュリティ対策、通

信ネットワーク工事（LAN 工事、耐震／免震工事、物理セキュリ ティ導入）

等、幅広いサービスメニューを持つ。 

また、データセンター保守・運用・監視、テクニカルサポート、コールセンタ

ー業務支援等、当社のサポートノウハウを活かした人材アウトソーシングサービ

スを提供している。 

 

■IT ソリューション 

 ●IT インフラ基盤構築 

 ・サーバ・ストレージ仮想化 

 ・VDI 環境構築 

 ●セキュリティ 

 ・サイバーセキュリティ対策 

 

■ネットワークソリューション 

 ・LAN 工事 

 ・耐震／免震工事 

 ・物理セキュリティ導入 

 

■人材アウトソーシング 

 ・データセンター保守・運用・監視 
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 ・テクニカルサポート 

 ・コールセンター業務支援 

 

 

2．調査概要 

2－1．セキュリティリスクに対応できる組織作り 

・IoT 分野の急成長により 2020 年には 500 億デバイスが流通すると考えられてお

り、攻撃者にとっては格好の標的となる。 

 

・システムの多様化・複雑化が進むことで運用負荷は増大。たった一つのセキュ

リティホールがあれば攻撃が可能なため、多様なシステムの運用・保守を行う

防御側に対し、攻撃者は優位な立場にある。 

 

・2017 年 11 月に経済産業省が発表したサイバーセキュリティ経営ガイドライン

で「侵入される前提で被害を最小化する」とあるように、「100％の防御は不可

能」と認識し、脅威の早期発見・被害の最小化を目標にサイバーセキュリティ

リスクに対応できる組織作りが求められる。 

 

・セキュリティリスクの有無やリスクが高さは、リスク・脅威・脆弱性の 3 つの

掛け算で決めていく必要がある。「A（守るべきもの）」を明確にし、「T（脅

威）」と「V（脆弱性）」を掛け合わせることでリスクは明確になる。 

リスクの大きさ（高さ）は、それぞれの要素の大小に比例し、例えば守るべき

パソコンが 1 台の時よりも、100 台の時の方がリスクは大きくなる。「V（脆弱

性）」を知るには「セキュリティ診断」が有効。 

 

＜リスク＝A（守るべきもの）×T（脅威）×V（脆弱性）＞ 

 
 

 

・アルファネットは、診断サービスにより培ったハッカー目線と高度なハッキン

グの技術で、「情報漏洩」「改ざん」「サービス妨害」を目標にするサービスを提

供している。ペネトレーションテストでは、内包する脆弱性によりどこまでの
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情報が持ち出されるのか、改ざんや踏み台にされる事があるのかなど検証し、

実際のリスクを確認することができる。 

 

2－2．データセキュリティ導入ソフト 

・アプリケーションよりも深い OS カーネルレベルで監視し、不正なファイル操作

や動作を把握することが可能な MylogStar を導入。ファットクライアントとシ

ンクライアント環境が混在している場合でも、ログの一元管理が実現できる。 

 

・PC やファイルサーバの中から、ファイルの内容や属性情報をもとに個人情報管

理ルールに違反している個人情報ファイルを検出し、しかるべき対処を施す個

人情報ファイル管理ソリューション P-Pointer File Security を導入した。 

 

・ユーザーに負担を強いずに必要なデータだけを守るソリューションとして、

DeviceLock（デバイスロック）を導入。PC の USB ポート、CD/DVD ドライブ、タ

ブレット端末などへの接続や、インターネットを介したファイルのコピー、送

信を制御し、個人情報や情報資産などの不正持ち出しや盗難・紛失による情報

漏洩を防止する。 

 

・サーバやネットワーク機器等企業内のあらゆる情報システムから出力される大

量のログデータを迅速・確実に収集し、内部統制・情報漏洩・情報セキュリテ

ィ対策・システム障害対応等、多様な目的にログデータを利用可能とする統合

ログ管理システム Logstorage（ログストレージ）を導入した。 

 

2－3．サイバーセキュリティ対策を支援 

・サイバー犯罪者などによる不正侵入やセキュリティ侵害は、実際に遭遇しない

と理解できないことが多く、実施しているセキュリティ対策の有効性確認や課

題抽出のためには、実際のインシデント発生を想定した演習による日常的な準

備と改善が重要となる。 

 

・アルファネットは、セキュリティ人材を教育する体験型のセキュリティ研修と

して、企業にとってのセキュリティ対策やインシデント対応の必要性とそれら

の本質を、理論的演習を通して理解を深めるサイバーセキュリティトレーニン

グを実施している。 

 

・アルファネットのセキュリティ診断サービスは、同社のセキュリティスペシャ

リストが実際にハッキングで使われる技術と同じ手法を用いて、対象の Web サ
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イトやネットワーク機器へ外部ネットワークから擬似攻撃を行い、ハッキング

耐性を診断し報告書を提出する。 

 

・近年ではハッキングの知識がなくとも高度なハッキングができるツールや、発

信元を隠蔽するツールなどが出回り、企業 Web サイトへの攻撃が増加傾向にあ

る。サイバー攻撃の手法と対策はイタチごっこのようなものであるため、アル

ファネットは年 1 程度のセキュリティ診断を推奨している。 

 

・標的型メール攻撃をはじめとするサイバー攻撃は巧妙な隠蔽手段を用いてお

り、攻撃を受けたことに気付かないケースも多い。特定の企業や組織の情報を

狙った標的型サイバー攻撃の 80％は標的型メールによる。 

 

・アルファネットの標的型メール訓練サービスは、疑似的な不審メールを訓練対

象者に送信し、標的型メールへの対応を訓練。開封結果を取りまとめ、結果状

況に応じて標的型メールの脅威、対策、セキュリティ脅威動向等の研修を行

い、セキュリティ意識の向上を図っている。 

 

2－4．人材に対する考え方 

・文系出身が 67％と多く、ヒューマン系もテクニカル系も基礎からの教育に力を

入れている。 

 

・研修講座数が 200 種類以上と、多くのことを学べる環境が揃っている。強制で

はなく、社員が自由に選べるなど、社員の成長を支援している。 

 

・チームワークを重視し、入社後もコミュニケーション能力が身に付く企画やイ

ベント等が用意されている。 
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４．株式会社野村総合研究所 

1．企業概要 

1－1．企業プロフィール 

・会社名：株式会社野村総合研究所 

     Nomura Research Institute, Ltd. 

・所在地：東京都千代田区大手町 1-9-2 

大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 

・創業日：1965 年 4 月 1 日 

・資本金： 20,067,939 千円 

・従業員：6,297 人（NRI グループ 12,578 人） 2019 年 3 月 31 日現在 

・売上高：5,012 億円（2019 年 3 月期、連結） 

 

1－2．事業概要 

顧客の抱える複雑な経営課題を解決するため、経営と IT を融合させたアプロ

ーチを行っており、コンサルティングと IT ソリューションの 2 つの事業を柱と

してきている。 

IT ソリューションの分野では、国内分野だけでなく、日系企業の海外進出支

援をはじめとするグローバル化や新たなテクノロジーを用いたビジネス創出も推

進している。 

 

●コンサルティング 

●金融 IT ソリューション 

●産業 IT ソリューション 

●IT 基盤サービス 

 

 

2．調査概要 

2－1．NRI セキュアテクノロジーズ 

・1995 年、インターネットの可能性と情報セキュリティの重要性にいち早く着目

した 4 人の NRI のテクニカルエンジニアが、マネージドセキュリティサービス

である FNC サービスを立ち上げ、その後、セキュリティコンサルティング、セ

キュリティ診断と事業の幅を広げ、2000 年、NRI セキュアテクノロジーズを設

立。 
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イトやネットワーク機器へ外部ネットワークから擬似攻撃を行い、ハッキング
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以後、日本初のブロックチェーン診断サービスの提供、自動車サイバーセキュ

リティ専門のグループ会社設立など、セキュリティ業界を牽引し、安全・安心

な IT 社会の実現に貢献している。 

 

・IoT の普及とそれに伴う膨大なデータを集めて処理するクラウドなど、技術の

進化が社会と生活を劇的に進化させている一方、仮想通貨の流出による多額の

金銭的被害や自動車のハッキングなど、これまでになかった新たな脅威も生み

出されている。 

 

・顧客と社会の情報資産を守り、安全・安心な IT 社会を実現する役割は社会的に

重要性を増しており、日本有数の情報セキュリティのプロフェッショナル集団

として、コンサルティングから運用まで情報セキュリティに関する幅広いサー

ビスを展開している。 

 

2－2．車に対するサイバー攻撃 

・車に対するサイバー攻撃として、次の 3 つをあげている。 

（1）テロ：遠隔操作によって、操舵を奪う、ブレーキを効かなくする、ドアを

ロックするなど、いずれも人命に関わる危険をはらんでいる。 

（2）盗難：車のキーデータを改ざんして、車を自分のものにしてしまう。 

（3）愉快犯：ウインドウの開閉やウィンカー操作といったいたずらを行う。 

 

・自動車メーカーはこのようなサイバー攻撃を危惧し、数年前からセキュリティ

推進室などを設置して対策に動き始めている。 

 

・NRI セキュアがハッカーになりかわり、診断車の車載システムに侵入し、エン

ジン、ブレーキ、ロック、ウィンカーなどの遠隔操作を試みる「車両システム

セキュリティ診断」を、2017 年 5 月から自動車メーカーを対象に始めている。 

 

・車に搭載される機器には大きく、外部のネットワークやデバイスとつながる

「情報系」と、ブレーキやハンドルなど車体の制御を司る「制御系」、この二者

間を分離する「ゲートウェイ（GW）」の 3 つがある。 

 

・「情報系」が外部ネットワークなどから攻撃を受けると、「GW」を経由して「制

御系」に侵入され、攻撃者によって不正に操作される危険がある。 
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・車にはエンジンやトランスミッションの制御、ABS（アンチロック・ブレーキ・

システム）や EBD（電子制御制動力配分システム）などの制動を担うコンピュ

ータ「EUC」（Electronic Control Unit）が搭載され、そこに攻撃が仕掛けられ

てくる。 

 

 

 

・コネクテッドカーはこれから普及が進み、2035 年には発売新車の 9 割以上を占

めると予測されている。自動運転車も、走行台数や走行エリア、自動化のレベ

ルともに拡大していくため、車のセキュリティを監視する仕組みは、車の安全

な走行を担保する未来社会の重要なインフラになってくる。 

 

・車がネットワークにつながることで、これまでとは異なり、納車後の運用も必

要になり、何かあれば対策を打つ仕組みが必要になってくる。ここで極めて重

要になるのが、不正な攻撃がされていないかをチェックする監視と考えられて

いる。 

 

2－3．IoT 浸透で生まれる新たなリスク 
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・コネクテッドカーも IoT の一つであるが、フィットネスバンドや腕時計の形を

したウェアラブルデバイス、ネットワーク経由の操作やデータを取得すること

ができる家電製品など、IoT の技術はすでに様々な領域で使用されている。 

 

 

 

・工場などにも IoT デバイスが配置されるようになってきたが、これにより新た

なリスクが生まれている。 

工場などの制御システムは、外部ネットワークとは切り離して運用することで

セキュリティが確保されていると考えられてきたが、実際には設定ミスや運用

の都合で外部ネットワークと『うっかり』つながってしまい、その経路からマ

ルウェアやランサムウェアの脅威にさらされるといったセキュリティ事故事例

も少なくなかった。 

IoT により制御システムの一部がインターネット等の外部ネットワークに接続

されるケースが増えつつある。そのため、制御システムが、設定ミスやぜい弱

性を狙うサイバー攻撃にさらされるリスクが高まってきている。 

 

2－4．OT 領域のセキュリティ 
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・IT の世界は個人情報などを扱うこともあり機密性が重視されていたが、制御シ

ステムを管理・運用する技術である OT（Operational Technology）は可用性が

重視され、セキュリティに対する考え方は異なる。 

 

・制御システムは稼働期間が 10～20 年と長く、そのため Windows XP など古い OS

も使われているのが現状だ。OS をアップデートすると、制御システムで用いて

いるソフトウェアが動作しなくなる恐れがあるからだが、ネットワークとつな

がっていなければリスクは最低限で済んでいたとも言える。 

 

・OS のアップデートだけでなく、OS に新たなリスクが生まれ、それに対応するた

めのウイルス対策ソフトなどをアップデートすると、それが原因で制御システ

ムが用いているソフトウェアが誤動作をする可能性もある。 

 

・工場などで IoT を導入する際には、OT のリスク対策をどうするのかまで考え、

セキュリティ対策に取り組むことが求められる。 

 

2－5．人材に対する考え方 

・NRI セキュアは新卒に対し、専攻や IT、情報セキュリティの知識は問わない。

情報セキュリティに関心を持ち、お客様の情報セキュリティに関する様々な課

題を解決するプロフェッショナルを目指す人材を求めている。 
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５．サービス&セキュリティ株式会社 

1．企業概要 

1－1．企業プロフィール 

・会社名：サービス&セキュリティ株式会社 

     SERVICE & SECURITY CORPORATION 

・所在地：東京都渋谷区東 3‑14‑15 MO ビル 2階 

・設 立：1979 年 12 月 

・資本金： 9,000 万円 

・従業員：1,400 名（グループ全体） 

 

1－2．事業概要 

システム運用管理業務やシステム開発等、情報処理のトータルサポート企業と

して基盤を広げ、2016 年から情報セキュリティ分野にも参入した。 

 

●システム運用・保守 

●IT ヘルプデスク 

●システム設計及びソフトウェア開発 

●IT インフラ構築 

●情報セキュリティ監視・運用 

●情報セキュリティ診断サービス 

●情報セキュリティ製品販売（エンドポイント/ネットワーク） 

 

 

2．調査概要 

2－1．サイバーセキュリティ人材不足を解決する「e-Gate」 

・e-Gate センターを核に、人材・運用監視・対策支援という 3 つのサービスを軸

に全方位のセキュリティサービスを展開している。 

 

・e-Gate センター（SOC）での実習を通じて高度な技術を身に付けたセキュリテ

ィエンジニアが、お客様のプライベート SOC、CSIRT に常駐し、円滑な運用に貢

献。お客様サイトに常駐しているセキュリティエンジニアには常に e-Gate セン

ターからバックアップがあり、質の高いサービスを提供している。 

 

33 

 

・セキュリティ運用監視サービスと併用することで、万が一のインシデント発生

時にも e-Gate センターとセキュリティエンジニアの密な連携で、迅速かつ的確

な対処を行う。 

 

2－2．IoT 機器に対するサイバー攻撃の脅威と対策 

・e-Gate センターでも IoT 機器に対するサイバー攻撃は確認されており、以下の

ようにイベントは増加傾向にある。 

 

 

 

 

・攻撃イベントは IoT 機器をターゲットにしたマルウェア「Mirai」の亜種が考え

られる。 

 

・IoT 機器の中でサイバー攻撃の対象とされることが多いのは、ルーターやアク

セスポイント、ネットワークカメラなど。2016 年以降、「Mirai」は IoT 機器を

乗っ取って踏み台にする DDoS 攻撃に利用され、2017 年から 2018 年にかけては

「Mirai」の亜種である「Satori」や「Wicked」などが現れ、IoT 機器に侵入し

遠隔でコマンドを実行するなどの攻撃活動を行っている。 

 

・IoT 機器への攻撃としては、初期設定値をはじめとする簡単な ID とパスワード

でのログインを試みることが共通している。 

 

・ログイン成功後は、ルーターを踏み台としてインターネット上のサーバを攻撃

対象とするものがある。ルーターが直接被害を受けるのではなく、いわば攻撃

に加担する加害者とする攻撃が多い。 

また、ルーターやカメラを遠隔操作するというケースもある。 
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５．サービス&セキュリティ株式会社 

1．企業概要 

1－1．企業プロフィール 

・会社名：サービス&セキュリティ株式会社 

     SERVICE & SECURITY CORPORATION 

・所在地：東京都渋谷区東 3‑14‑15 MO ビル 2階 

・設 立：1979 年 12 月 

・資本金： 9,000 万円 

・従業員：1,400 名（グループ全体） 

 

1－2．事業概要 

システム運用管理業務やシステム開発等、情報処理のトータルサポート企業と

して基盤を広げ、2016 年から情報セキュリティ分野にも参入した。 

 

●システム運用・保守 

●IT ヘルプデスク 

●システム設計及びソフトウェア開発 

●IT インフラ構築 

●情報セキュリティ監視・運用 

●情報セキュリティ診断サービス 

●情報セキュリティ製品販売（エンドポイント/ネットワーク） 

 

 

2．調査概要 

2－1．サイバーセキュリティ人材不足を解決する「e-Gate」 

・e-Gate センターを核に、人材・運用監視・対策支援という 3 つのサービスを軸

に全方位のセキュリティサービスを展開している。 

 

・e-Gate センター（SOC）での実習を通じて高度な技術を身に付けたセキュリテ

ィエンジニアが、お客様のプライベート SOC、CSIRT に常駐し、円滑な運用に貢

献。お客様サイトに常駐しているセキュリティエンジニアには常に e-Gate セン

ターからバックアップがあり、質の高いサービスを提供している。 

 

33 

 

・セキュリティ運用監視サービスと併用することで、万が一のインシデント発生

時にも e-Gate センターとセキュリティエンジニアの密な連携で、迅速かつ的確
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対象とするものがある。ルーターが直接被害を受けるのではなく、いわば攻撃
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また、ルーターやカメラを遠隔操作するというケースもある。 
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・対策としては、基本的ではあるが、まず機器の管理者パスワードを初期値から

変更すること。英数字や記号を混在させ、8 文字以上などできるだけ長いパス

ワードにする。また、機器のソフトウェアを脆弱性対策済のバージョンに更新

することはやってほしい。 

 

・機器の脆弱性に対策したソフトウェアに更新できない場合や機器のハードウェ

アなどの制約で対策が不可能な場合、ファイアウォールや UTM（統合脅威管

理）、IPS（侵入防御システム）といったセキュリティ対策装置を利用する。こ

れらの機器をインターネットと IoT 機器の経路上に設置することで、悪意ある

攻撃を検知、遮断することが可能になる。 

 

2－3．サイバー攻撃の対策例 

・システム全体で 1 ヶ所でもセキュリティが甘い箇所があれば攻撃の被害にあっ

てしまうことを防ぐことはできない。サイバー攻撃は年々巧妙化しており、1

ヶ所でセキュリティを破られても別のやり方で防御して被害拡大を防ぐという

「多層防御」が主流の考え方となっている。 

 

・多層防御は主に、「攻撃者にとっての“攻撃コスト”を上げ、攻撃するためのハ

ードルを上げること」と「攻撃が行われた場合の検知力・防止力を向上するこ

と」の 2 点によってセキュリティを向上させる考え方になる。 

 

・多層防御の主な構成要素は以下になる。 
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2－4．人材に対する考え方 

・技術力よりも「人との出会い」を大切にしている会社であることを伝えてい

る。 

 

・「IT エンジニアになりたい」という強い想いと提案力、想像力の基礎となるコ

ミュニケーション力。この 2 つを大切に考えている。 

 

・研修講座数が 200 種類以上と、多くのことを学べる環境が揃っている。強制で

はなく、社員が自由に選べるなど、社員の成長を支援している。 

 

・チームワークを重視し、入社後もコミュニケーション能力が身に付く企画やイ

ベント等が用意されている。 
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６．JBCC 株式会社 

1．企業概要 

1－1．企業プロフィール 

・会社名：JBCC 株式会社 

     JBCC Corporation 

・所在地：東京都大田区蒲田 5-37-1 ニッセイアロマスクエア 15 階 

・設 立：1988 年 4 月 1 日 

・資本金：4 億 8 千万円 

 

1－2．事業概要 

 流通・製造・金融・公共公益・医療分野における経営課題を解決する統合ソリ

ューションプロバイダー。 

 

●システムに関するコンサルティング、ソリューション提案 

お客様の経営課題、業務課題、IT 課題に対する解決策をご支援するコンサルテ

ィング、ソリューションのご提案、プロジェクト全般のご支援 

 

●システム設計及びソフトウェア開発 

豊富な開発実績をベースに、お客様のご要望とニーズに合わせたシステム設

計、ソフトウェア開発の提供 

 

●システム基盤構築及び運用・保守サービス  

お客様の IT システム・ネットワークに関する企画・構築・導入・運用・保守・

アウトソーシングまでのトータルサービスの提供 

 

●ハードウェア・ソフトウェアの販売 

IBM ハードウェア・ソフトウェアを主要商品とし、当社およびグループ企業で

開発する周辺機器・パッケージソフトなどの販売とオリジナルのソリューショ

ンを加えたサービスの提供 

 

●ソフトウェアパッケージ開発 

自社開発クラウド型 ERP パッケージ「NX シリーズ」を中心に、各種パッケージ

製品のカスタマイズ、アドオン開発の提供 

 

●グローバル経営を支えるＩＴサービスのご支援 
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JBCN（大連・上海・広州）、JBTH（バンコク）、現地パートナー企業、IBM との

連携による日系企業様への IT サービスの提供 

 

 

2．調査概要 

2－1．ネットワーク脅威診断 

・企業には様々なサイバーセキュリティの問題が取り巻いている。企業も官公庁

もセキュリティ対策は行っているが、サイバー攻撃技術は進化しており、レガ

シーなセキュリティ技術が陳腐化してきていることは否めない。 

 

・多くの企業でセキュリティ対応できる人材が不測している。特にこれから 5G な

ど通信技術が新しくなり、それを狙った新たな脅威が発生することは間違いな

い。これまで最適と思われていたセキュリティ対策も、実際には最適なもので

はなかったということになる可能性も大きい。 

 

・自社ネットワークでは、誰が？ いつ？ どこからどこに？ 何をしているの

か？ を把握する必要があり、それを分析・可視化することが必要。JBCC で

は、通信ログを取得することにより、危険性の高いアプリの利用状況や、社内

に入り込んでくるマルウェアなどのセキュリティリスクを分析・可視化したレ

ポートを報告する SLR（セキュリティ・ライフサイクル・レビュー）というサ

ービスを提供している。 

 

2－2．セキュリティ運用に関する課題 

・自社ネットワークの監視を行う体制や設備がない企業や、セキュリティの専門

知識を持った人材がいない企業は増している。IT 技術は急速に進化しており、

この傾向は今後さらに高まっていく。 

 

・企業は情報セキュリティ担当者を確保したいが、優秀な情報セキュリティ人材

は全体的に不足しており、確保するのは難しい。 

 

・日々高度化するサイバー攻撃に対しては、ホワイトハッカーの存在は欠かせな

い。そのため、ホワイトハッカーを中心としたセキュリティの専門チームを用

意し、セキュリティ運用に悩みを抱えているお客様資産の保護をサポートして

いる。 

 

2－3．高まるエンドポイントセキュリティ対策の重要性 
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６．JBCC 株式会社 
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・ネットワーク上の外部と社内ネットワークとの境目に壁を作る境界防御を実施

し、社内ネットワークの通信で不正なアクセスがないかをチェックしている企

業はあるが、社会環境の変化やサイバー攻撃の巧妙化によって境界防御では対

応しきれなくなってきている。 

 

・政府が推進する働き方改革によって場所や時間にとらわれない働き方が広がり

始め、在宅勤務や営業職の社外でのパソコンやタブレットの活用する機会が増

してきている。また、クラウド活用も加速化しており、境界防御の要である境

界があいまいになってきている。 

 

・Web サイトの SSL 化が進展しているが、それに伴い、サイバー攻撃のトラフィ

ックも暗号化され、ファイアウォールの検知から漏れてしまうなど、通信環境

も変わってきている。 

 

・サンドボックスなどの解析環境をすり抜けるべく、サンドボックスの解析時間

内は行動を起こさないといったマルウェアの出現など、サイバー攻撃も巧妙化

してきている。 

 

2－4．人材に対する考え方 

・インターンシップを実施しており、インターンシップを経て入社・活躍してい

るセキュリティ・エンジニアがいる。 

 

・入社後の研修も充実しており、文系学部出身者も活躍している。新卒採用も文

系と理系の割合はほぼ同等となっている。 
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７．株式会社ブロードバンドセキュリティ 

1．企業概要 

1－1．企業プロフィール 

・会社名：株式会社ブロードバンドセキュリティ 

     BroadBand Security, Inc. 

     （略称：BBSec） 

・所在地：東京都新宿区西新宿 8-5-1 野村不動産西新宿共同ビル 4F 

・設 立：2000 年 11 月 30 日 

・資本金：2 億 8,344 万円 

・従業員：210 名 

 

1－2．事業概要 

 お客様それぞれの課題に的確な答えを導き出すセキュリティ監査／コンサルテ

ィング、様々なアプリケーションの脆弱性リスクを発見し対策を提案する脆弱性

診断、日々の情報システムを情報セキュリティリスクから守る情報漏洩 IT 対策

の 3 つのサービスカテゴリを核にサービスを展開している。 

 

 

2．調査概要 

2－1．情報セキュリティ診断結果 

・標準型攻撃、サービス運用妨害攻撃、外部からの不正アクセス、内部不正によ

る情報漏洩、データの改ざんなど、サイバー攻撃にはどこを注意しておけばい

いのかというものはなく、すべてに注意しておかなければいけない。 

 

・攻撃手法も巧妙化し、自組織のサーバが踏み台にされ、サイバー攻撃の加害者

と見られてしまうケースもある。 

 

・2019 年 1 月から 6 月に実施した Web アプリケーション診断では、脆弱性が検出

されたシステムが全体の 88.2％と、2018 年同時期より約 3％上昇している。8

〜9 割は脆弱性があるという結果が続いている。 

ネットワーク診断では、脆弱性検出率はシステム全体の 57.3％で前年より微減

したが、5 割以上は脆弱性があることに変わりはない。 

 

・第三者が他人になりすまして処理を実行するなりすましの被害につながる恐れ

があるのは、不適切な権限管理とセッションハイジャックの 2 つの問題とな
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39 

 

７．株式会社ブロードバンドセキュリティ 

1．企業概要 
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る。情報セキュリティ診断の結果、脆弱性の検出は 2 割にのぼり、調査対象が

428 企業・団体だったため、単純計算で 85 企業・団体に脆弱性があったことに

なる。 

 

・ネットワーク診断で深刻度が高いとされているのが「サポートが終了したバー

ジョン」が使用されているケースだが、2019 年調査は減少傾向にあった。2018

年上半期では PHP が 86％、Apache が 76％と高い数値だったが、セキュリティ

企業各社からの注意喚起などもあり、PHP が 61％、Apache が 29％となった。 

 

・情報セキュリティに関する関心度は高まっているようだが、不適切な権限管理

やサポートが終了したバージョンを使い続けているというのは、人的な問題で

もある。外部からのサイバー攻撃を受ける原因にもなる危険な要因だが、企業

に情報セキュリティ人材がいないという裏返しとも取れる。 

 

2－2．パブリッククラウドにおけるセキュリティ 

・自社でサーバを抱える必要がないため、導入や運用コストが大幅に削減される

というメリットもあり、クラウドサービスは企業ネットワーク環境構築におけ

る選択肢として大きな存在となっている。 

 

・パブリッククラウドにおいても、自組織のシステムが情報漏洩や改ざん、DoS

攻撃等の被害に遭う可能性があることを適宜把握しておく必要がある。 

 

・クラウド利用増加に伴い、システムを外部委託している企業では、委託先企業

にシステム全般を任せ、セキュリティに対する意識が希薄になっているケース

がある。サーバルームなどが自社から消えたということも要因かもしれない。 

しかし、何かあった場合、責任は委託先企業に負わせることはできるかもしれ

ないが、報道されるのは自社の名前になり、信用度を一気になくす危険性もは

らんでいる。 

 

・Web アプリケーション診断、ネットワーク診断も含め、情報セキュリティ診断

の重要性は今後も増していき、多くの企業が診断を受けることが望まれる。 

 

2－3．IoT やローカルネットワークにおけるセキュリティ 

・組込みシステムはこれまでセキュリティに関する意識が低い分野だったと言え

るかもしれない。分野によっては、セキュリティ意識は皆無と思われるところ

もあった。 
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・IoT 製品はリソース不足などもあり、セキュリティのプライオリティを上げら

れないまま開発・製品化されている側面がある。Web カメラも盗撮に利用され

るリスクがあり、自動車も電波が直接回線に入らなくても鍵が開けられるとい

ったことが起きている。医療機器であれば、遠隔操作で点滴を操作できる機器

にサイバー攻撃されたら人命に関わる。 

 

・ローカルネットワークでは、社内ネットワークだから安心という意識もあり、

セキュリティが疎かになっていると思われるケースもある。マルウェアに感染

した場合、データセンターにアクセスする PC に及んだときは一気に機密情報な

どの漏洩リスクが高まることになる。 

 

2－3．人材に対する考え方 

・IT セキュリティは簡単な技術ではなく、変化に対応することが求められるの

で、エネルギッシュでチャレンジ精神が不可欠になる。 
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1．今後予測される新たな情報セキュリティの脅威と対応技術 

・5G ネットワークの通信スピード、拡張性、グローバル性は社会や人々の生活にメ

リットのある大きな進化をもたらすが、サイバー攻撃者にとっても不正収益など

を拡大させる開拓地となる。 

 

・あらゆるデバイスとアプリケーションをリアルタイムに可視化して、攻撃対象を

包括的に保護する幅広さが求められている。 

 

・5G、IoT ともに、それぞれの接続形態に脆弱性は少なからず存在し、攻撃経路と

なるネットワークトポロジーを起点に脅威が引き起こされる可能性がある。 

 

・5G、IoT は膨大なデータを取り扱うことになり、パブリックまたはローカルな無

線ネットワークの脆弱性をターゲットに攻撃が仕掛けられ、そこを起点にデータ

が狙われる。 

 

・SIM ジャッキングマルウェアは進化し続けており、SIM カードをターゲットにした

攻撃が行われ、最終的にネットワーク全体を乗っ取られる可能性がある。 

 

・IoT のセキュリティ課題は、PC やスマートフォンと異なり、機器そのものにセキ

ュリティ対策の上での制約がある点が挙げられる。 

 

・PC やスマートフォンと IoT 機器とを比べると、PC やスマートフォンは機器の容量

や処理能力が比較的大きく、OS レベルでセキュリティ機能を持つことができると

ともに、ウイルス対策やファイアウォール機能を持つソフトウェアを追加導入す

ることが可能になっている。また、必要なタイミングでの OS のアップデートもで

きる。一方、センサーやカメラのような IoT 機器では、機器の容量や処理能力が

比較的小さく、セキュリティ機能や、ソフトウェアアップデートの機能を持たな

い、もしくは不十分である場合がある。 

 

・PC やスマートフォンはライフサイクルが比較的短い。そのため、脆弱性のある機

器やソフトウェアがいつまでも放置されることも少なく、自然に新しい機器、ソ

フトウェアに置き換えられていくことがある程度期待される。一方、IoT 機器

は、機器やソフトウェアのライフサイクルが比較的長めになりがちとなる。その

ため、脆弱性を持ったままネットワークに接続され続ける恐れがある。 
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・PC やスマートフォンは様々なタイミングでのシャットダウンや再起動が期待でき

るのに対し、IoT 機器は常時接続で使い続けられる可能性が高く、問題があって

もそのまま使い続けられてしまう恐れがある。 

 

・IoT 機器は、状況を表示する画面や稼働状況を知らせる仕組みを持たないものも

多く、エラーの発生や動作の遅さといった問題に気付かれるのに時間がかかる場

合がある。 

 

・IoT においてはルーターの脆弱性を狙った攻撃が増え、ルーターを起点とした

様々なサイバー攻撃が想定される。 

 

・IoT 機器は様々な業種や分野、サービス等で活用されることが期待されている。

それは侵入可能性のあるポイントを増やすことにもつながり、種類も多岐にわた

るためにセキュリティ対策を画一的に行うことができなくなり、サイバー攻撃者

にとって格好の標的になることを意味する。 

 

・IIoT の多くがオペレーションテクノロジー（OT）に根ざしたものであり、IT と

OT の間にあるギャップがサイバーセキュリティの大きな課題となっている。IT で

は脆弱性を排除するために OS やセキュリティパッチのアップデートが頻繁に行わ

れるが、OT ではそのアップデートによりアプリケーションが正常に動作しなくな

る可能性もある。そのため、現在でも WindowsXP を OS にしている場合もあるが、

ネットワークにつながることで、OT 側の脆弱性にも対処する必要性が出てくる。 

 

・WindowsXP 等の OS だけでなく、オペレーションを行うために使用しているアプリ

ケーションなどが現在のネットワーク環境で求められている PHP 等のバージョン

に対応していない場合もある。何らかの対応は必ず必要だが、社内だけ、工場だ

け等のローカルなネットワーク環境だからあまり問題にならないと思っている人

も多く、情報セキュリティに対する意識を高めていく必要もある。そのために

も、情報セキュリティ人材が求められる。 

 

・OS、アプリケーションのバージョン問題は決して新しい問題ではない。同様に、

ネットワークへのアクセス権限の設定についてもこれまで同様に問題があること

がセキュリティ調査等で明らかになっている。ローカルな環境だからと権限を分

けず、全員が管理者と同じことができるようにしていたり、ID＝admin、PW＝

admin といった設定を行っているところもある。これは人的要因であるが、サイ

バー攻撃者の狙い目となるところでもある。 
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・これまで信頼性が高いとされていたリアルタイムオペレーティングシステムに複

数の脆弱性の存在が明らかになり、大混乱に陥ったという事例が出てきている。

いま信頼性が高いものであっても明日はどうなるかわからないと考え、対処して

いく必要がある。 

 

・リアルタイムでの保護は常に求められるが、サイバー攻撃の手法と対策はイタチ

ごっこのようなものであり、定期的なセキュリティ診断は必要と思われる。その

ため、ログを一元管理できるソフトやソリューションの需要は増していく。 

 

・車に対するサイバー攻撃は今後増えていく。車も常にセキュリティ対策を行って

いくメメンテナンスが必要となり、車のセキュリティを監視する仕組みは将来重

要なインフラとなる。 

 

2．情報セキュリティインシデント発生時の対応と、その必要技術 

・ハードウェアレベルで管理される SIM カードの ID は、アプリケーション側で認識

する ID とのギャップがあり、そこをターゲットにされる可能性がある。IT ベー

スで認証する際、なりすましの SIM の ID を信用しないよう、可視化することが必

要になる。 

 

・SIM 内にアプリケーションとして搭載される分散型台帳を利用して実装すること

を可能にする、フェデレーテッド ID/アクセス管理（FIdAM：Federated Identity 

and Access Management）により、SIM ジャッキングや同様の IoT 攻撃による潜在

的なハードウェアレベルの影響の検出と対処を行う。 

 

・IoT により家庭用ネットワークに接続されたデバイスも急速に増えており、家庭

用のルーターが狙われる場合もある。そのため、家庭用ネットワークに接続され

たすべてのデバイスに対するアクセス管理を可能にするセキュリティソリューシ

ョンが必要となる。 

 

・サイバー犯罪者などによる不正侵入やセキュリティ侵害は、実際に遭遇しないと

理解できないことが多い。そのため、実際のインシデント発生を想定した演習に

よる日常的な準備と改善が重要となる。そのようなセキュリティ対策を支援して

いる企業もある。 
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・5G、IoT など技術は急速に進化しているが、人的なリスクは基本的なところで起

きているところもまだまだ残っている。IoT 機器への攻撃として、初期設定値の

ID とパスワードが単純なものであったため、そこからログインされているケース

も存在している。情報セキュリティに携わるものだけでなく、運用する側も容易

さばかりを求めるのではなく、セキュリティに対する意識を強める必要がある。 

 

3．情報セキュリティ人材の業務領域 

・脆弱性に対するセキュリティ対策を行うのではなく、使いやすさなどを求める OT

側の要求にも対応していくため、今後は IT だけでなく、OT にも知見のある人材

が必要になる。 

 

・業界レベルで攻撃者の手法や戦術をもとに作られたフレームワークがこれまで以

上に必要となり、脅威モデルやセキュリティ製品、組織リスクなどを評価できる

ことが求められる。 

 

・脅威インテリジェンスを用いた相関関係の分析や総合的な視点が重要となり、

Security Operation Center（SOC）の分析チームのようなセキュリティ専門家の

役割もより一層重要となってくる。 

 

・セキュリティ人材は不足しており、サイバーセキュリティトレーニングなどを受

講し、、企業にとってのセキュリティ対策を理解する人材をそれぞれの企業が育成

しているところもある。一方で、電話サポート代行のようにセキュリティに特化

した代行会社も増えてくると想定される。そのため、情報セキュリティ人材には

人を育てる力やコミュニケーション能力がこれまで以上に求められるようになっ

てきている。 

 

・コンサルティングを行う会社でも IT ソリューションの提案だけでなく、情報セキ

ュリティの知見を深めているところがある。顧客に対し、コンサルティング的な

提案力も必要になってきている。 

 

4．情報セキュリティ人材のシステム開発への関与 

・セキュリティ部門及び開発部門の双方において、接続デバイスの可視化や制御を

可能にし、それらのデバイスに関する問題点を対処しなければならなくなってい

る。 
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・セキュリティは、デジタル・トランスフォーメーションの障害物になるのではな

く、デジタル・トランスフォーメーションの流れを推進するものでなくてはなら

ない。そのため、情報セキュリティ人材もシステムが果たす役割を十分に理解す

る必要があり、開発時から関わることが求められる。 
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