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1. 急速な勢いで進む日本の DX 

DX の本質はビジネスとデジタル技術の融合 

市場での競争力強化や社会課題の解決に向け、日

本でもデジタルトランスフォーメーション（DX）を

推進する企業や組織が増えています。政府も

「Society 5.0」を提唱し、社会全体の DX 実現に向

けた取り組みを推進しています。Society 5.0 とは、

サイバー空間とフィジカル空間（現実空間）を高度

に融合させたシステムによって、経済発展と社会的

課題の解決を両立し、人間中心の新たな社会を創り

出していこうというコンセプトです。 

それでは DX の本質とは何なのでしょうか。2018

年 12 月に公開された経済産業省の「DX 推進ガイド

ライン」では、脚注に記載する形で DX を以下のよ

うに定義しています。 

 

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、デー

タとデジタル技術を活用して、お客様や社会のニー

ズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革

するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、

企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立す

ること。 

 

ここにあるように「データとデジタル技術を活用」

することは、DX の第一歩にすぎません。DX が実現

されれば、企業は 2 つの価値を手に入れることがで

きます。1 つは、めまぐるしく変わるビジネス環境

に対応できる「即応力」。もう 1 つはこれまでの常識

や価値基準を劇的に転換し、生産性・価格・期間な

どの常識を覆す「破壊力」。これこそが DX の本質だ

と NEC では考えています。 

 

 

 

ICT にも大きな変化をもたらす DX 

このような変革は、私たちのビジネスや生活を大

きく変えていく一方で、ICT の世界にも大きな変化

をもたらします。 

まず企業や組織における ICT の利用形態は、モバ

イルとマルチクラウドの組み合わせが一般的になり

ます。ビジネスとデジタル技術が緊密に融合した世

界では、情報やアプリケーションに「常につながる」

ことが求められるからです。 

また開発や運用の現場では、開発とその実装のス

ピードを高め、サービスを迅速に改善していくこと

がさらに重要となり、アジャイル開発や DevOps が

浸透していくことになるでしょう。 

そして AI 活用も当たり前のものになっていきま

す。AI に任せられることは AI に任せ、人は人でな

ければできない仕事に従事するようになります。 

これに伴い「セキュリティをどう確保すべきか」

の考え方も、大きく変化していくのです。 
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2. DX 時代におけるサイバーセキュリティの考え方

前提となる考え方は「ゼロトラスト」 

DX／Society 5.0 が実現された世界では、サイ

バー攻撃の脅威が増大するとともに、その影響も極

めて大きくなります。経済活動にインパクトを与え

るにとどまらず、産業全体や国民生活への影響、さ

らには人命への影響を及ぼす可能性が高くなるので

す。またセキュリティで守るべき資産があらゆる場

所に存在するようになり、「後付けのセキュリティ」

では対応ができない状況になることも懸念されます。 

このような世界でセキュリティを維持するには、

「攻撃から守る」といった受け身の姿勢では十分では

ありません。「正常な状態を維持し続ける」という、

より積極的なものが必要になります。その基本となる

考え方が「ゼロトラストモデル」です。これは「全て

のものを確認せよ」といったスタンスに基づくセキュ

リティモデルです。従来のセキュリティモデルは、組

織の内部と外部の間やシステムの内部と外部の間に

境界線を設け、「内部は信頼できる」という前提に基

づいていました。ゼロトラストモデルではこの前提を

否定することになります。 

「シフトレフト」で脅威の影響を最小化 

そのためには運用レベルのセキュリティだけでは

不十分です。サービスや製品、システムの企画・設

計段階から、アーキテクチャレベルでセキュリティ

を組み込んでいかなければなりません。このような

アプローチは「シフトレフト」と呼ばれています。 

ICT システムやサービスを提供するプロセスは、

企画・提案→要件定義→設計→実装→テスト→出荷

→運用・保守という一連のチェーンで構成されてい

ます。従来のセキュリティモデルは、インシデント

が発生した時点で「対応」を行うという考え方に基

づいていますが、これでは脅威がもたらすインパク

トは極めて大きくなり、対応のための負担も膨大な

ものになります。もし、その前段階で脅威を抑え込

むことができれば、インパクトをより小さくできま

す。つまり、より上流（左側）でリスクを想定し、

その対応を施しておくことで、チェーン全体の負担

を軽減できるのです。 

そ し て こ れ を 実 践 す る た め の 取 り 組 み が

「Security By Design」なのです。 

 

 

DX 時代のセキュリティのあるべき姿。「全てのものを確認せよ」という考え方に基づく 

「ゼロトラストモデル」によって、正常な状態を維持し続ける必要があります。 

そのためには「Security By Design」によって、上流工程でセキュリティを組み込むことが求められます 
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3. NEC が考えるこれからの Security By Design 

「Security By Design」とは何か 

ここで「Security By Design とは何か」について、

簡単に説明します。この概念がわかりやすく明文化

されたのは、NIST（米国立標準技術研究所）が 2008

年にまとめた「情報システム開発ライフサイクルに

おけるセキュリティの考慮事項」（SP 800-64 rev.2）

です。これを受け日本でも NISC（内閣サイバーセ

キュリティセンター）が、Security By Design を「製

品やサービスの企画・設計段階からセキュリティ対

策を組み込んでおく」考え方として提唱・推進して

きました。 

基本となる考え方は、開発プロセスの初期段階か

らセキュリティ要件を明確にすることで、設計と実

装を通じて脆弱性を作り込まないことです。これに

よって目指しているのは、最適なコストでセキュリ

ティ対策を行うことと、保守性の高い成果物を作り

上げることです。開発プロセスの初期フェーズから

セキュリティ要件を明確にし、設計と実装を通じて

脆弱性を作り込まないようにすることが、Security 

By Design のベースラインなのです。 

 

2 段階の進化を遂げた 

Security By Design を提唱 

しかしこれは Security By Design の「第 1 世代」

にすぎません。現時点で既に、その限界が見え始め

ています。そこで NEC では Security By Design 2.0

／3.0（以下、SBD 2.0／3.0）というさらに進化し

た Security By Design の在り方を提唱しています。 

Security By Design の第 1 世代：SBD 1.0 の「企

画・設計段階からセキュリティ対策を組み込んでお

く」という考え方は、あくまでも「脆弱性を作り込

まない」ことを目標にしています。しかしユーザの

安全性を確保するには、これだけでは不十分です。

そこで生まれたのが SBD 2.0 です。 

SBD 2.0はプライバシーと人権まで考慮した設計

です。最近ではシステム自体に脆弱性がなくてもビ

ジネス全体のフローとして見たときに問題が露見す

ることもあります。そこで SBD 2.0 では、プライバ

シー保護を実現し、システムの適正利用を確実に守

らせることを目指します。 

ただし、今後考慮しないとならないことはプライ

バシー保護や人権だけではありません。例えば、昨

今問題となるアクセシビリティへの配慮はその 1 つ

です。さらに今後もこういった配慮をしなければい

けない要素が時代の移り変わりとともに増えていく

はずです。 

こういった状況を解決するために必要となってく

るのが SBD 3.0 というアプローチです。SBD 3.0

では「データ」にフォーカスします。データを正し

く「集める」「処理する」「その結果を届ける」といっ

た観点から設計を考えることで、さまざまなニーズ

に対応できるようにするとともに、事業に価値を提

供できるようにするのです。 

これらをまとめると以下のようになります。 
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SBD 3.0 がデータにフォーカスする理由 

それではなぜ SBD 3.0 では、データにフォーカス

しているのでしょうか。その背景にはデータの重要

性・多様性・複雑性・データ量の飛躍的増大が挙げ

られます。 

まず注目したいのが、データ活用の活発化です。

デジタル技術によってビジネスや社会が変革されて

いけば、当然ながらそこで扱うデータの重要性が高

まります。また扱われるデータの量も、爆発的に増

大します。 

例えば最近ではオンラインでの購買や取引が増え

ていますが、これによって消費者の膨大な行動デー

タがネット上に蓄積されるようになっています。ま

た、キャッシュレス化が進むことで実店舗での購買

行動も把握できるようになり、これがオンラインで

の購買データと結び付けられることで、さらにデー

タ量が増大します。 

さらに、IoT の活用が拡大することで、各種セン

サーからも膨大なデータが集まるようになります。

既に製造業では工場のさまざまな機器からデータを

集約し、故障予兆の把握に活かそうという取り組み

が進んでいます。また流通業や小売業でも、スマー

トタグによる在庫物流管理が広がっており、スマー

トフォンの位置情報を活用した人流の可視化なども

始まっています。AI による自動運転が実用化されれ

ば、収集・蓄積されるデータはさらに増大すること

になるでしょう。 

このような状況では、従来のようにシステムに

フォーカスするアプローチでは限界があり、データ

そのものを正しく「集める」「処理する」「その結果

を届ける」といった観点から考える必要が出てくる

のです。 

データの不適切な扱いがリスク要因に 

データの量と価値が増大すれば、当然ながらそれ

を活用し、ビジネスや社会課題の解決に役立てたい

というニーズも高まります。これによって競争力が

大きく左右されることが予想されるからです。ここ

で重要になるのが「データが適切に扱われているか」

ということです。 

データを活用するにはまず、発生源からデータを

「集める」必要があります。これが全て適切に行わ

れなければ、収集プロセスでデータが漏えいし、不

正利用される危険性が生じます。 

例えばカメラで顔画像を撮影し、それによって顔

認証を行うケースを考えてみましょう。顔画像はプ

ライバシーにかかわる情報なので、そのままネット

ワークを通じて集めるのは、リスクが高いことがわ

かります。また顔認証を行うには、元本となる顔画

像データをどこかに保存しておく必要がありますが、

その漏えい防止も必要です。そのための方法として

は、顔画像データを暗号化する、顔画像データその

ものをやり取りするのではなくそこから抽出された

抽象的なデータで認証を行う、などのアプローチが

考えられます。 
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DX 時代にはデータそのものが守るべき資産 

またデータの「処理」でも、適切なアプローチが

求められます。適切な方法で集められたデータでも、

それをどのように加工するのか、そしてそこからど

のような結果を抽出するのかが不適切であれば、ビ

ジネスや社会に大きな問題をもたらす危険性がある

からです。 

このような問題は人がデータを処理する場合でも

発生しますが、機械学習をはじめとした AI による

データ処理が広がることで、さらに危険性が高まる

ことになります。AI が与えられたデータをどのよう

に解釈するかは、そのデータの精度によって大きく

左右されます。もし誤ったデータを渡されることに

よって、AI が意図していない学習をしてしまえば、

正しいデータから間違った結論を出す可能性が高く

なるからです。 

さらに処理結果を「届ける」に関しても、正しい

扱いが必要です。不適切なユーザやシステムに処理

結果を渡す、といったことは避けなければなりませ

ん。 

今後もデータの価値はこれまで以上に高まってい

くでしょう。こうした状況では、「データをどう安全

に保管するか」ではなく、それらが「どのように集

められ、処理され、届けられるのか」、データの動き

を中心に設計段階からシステムを構築していくとい

うアプローチが必要となるのです。 

 

コンプライアンスの観点でも重要な SBD 3.0 

その一方で、法令などのルールにおいてもデータ

流通のコントロールに対する要求は高まっています。

その一例が、2018 年 5 月から施行が始まった欧州

の「GDPR（General Data Protection Regulation：

一般データ保護規則）」です。 

この規則では、EU 加盟国に加え EEA（欧州経済

領域）加盟 3 カ国に所在する全ての個人識別につな

がる情報に関して、適切な取り扱いや、EU 域内から

域外への原則移転禁止などが求められています。こ

れと同様の個人情報保護への要求は、欧州だけでは

なくカリフォルニア州やニューヨーク州の法規制に

見られる例のように世界中に拡大していくことにな

るでしょう。 

このような法令を順守するために、運用段階で後

付けの仕組みを組み込むのでは、大きな負担とコス

トがかかります。またセキュリティの穴ができやす

くなり、法令順守を徹底することも難しくなります。 

コンプライアンスの観点からも、SBD 3.0 は必要

不可欠なものなのです。 
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Security By Design を倉庫の設計に例えると… 

ここまでに説明した 3 種類の Security By Design は、複数の企業が共同で利用する倉庫に例えるとわかりやすい

かもしれません。このような倉庫では、さまざまな属性の人々（ユーザ）が働いており、さまざまな場所から多様な

荷物（データ）が集められ、それらが開梱されてストックされた後、再び梱包されて出荷されます。 

このような倉庫を設計する際に、外部からの不正侵入や、不適切な荷物の搬入が行われる「脆弱性」をなくそうと

いうのが、SBD 1.0 のアプローチだといえます。出入り口を限定し、そこにガードマンを立たせて入館チェックと搬

入チェックを行うことで、倉庫内に不適切な人や荷物が入ることを防止する仕組みを確立します。また壁に穴が開い

ていないこと、窓からの侵入ができないことなども、設計段階から徹底しておきます。 

SBD 2.0 ではここから一歩進み、倉庫内に会社ごとの区域を設定し、それぞれの会社がどのような荷物を持ってい

るかわからないようにするため、区域間に壁を設置します。各区域にはそれぞれ適切とみなされる人しか入れません。

そのために各区域の入場には、入退室カードなどによる認証が行われるようにします。また荷物の持ち出しに関して

も、不正持ち出しが発生しないよう、各区域での荷物チェックを実施する仕組みを設けます。 

そして SBD 3.0 では、出し入れする荷物を基準に倉庫を設計します。どのような荷物が倉庫に持ち込まれるのか、

それがどのように開梱されるのか、その後どこにストックされているのか、出荷時の梱包や搬出はどのように行われ

るのかまで、徹底して把握。荷物の不適切な扱いを防止するとともに、荷物に合わせて倉庫の入り口の大きさを設計

したり、入れる箱を替えたり、大事な荷物が開梱されたタイミングで通知を出したりするわけです。 

このように、荷物（データ）を中心に、倉庫（システム）のセキュリティ対策を設計していこうというのが、SBD 

3.0 だといえるでしょう。 
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4. Security By Design 3.0 の実現における NEC の強み 

長年にわたって 

セキュア開発に取り組んできた NEC 

NEC はこの SBD 3.0 を提唱し、その実現に向け

た取り組みを進めています。その背景には、長年に

わたるセキュア開発の実績と、それによって蓄積さ

れた豊富な知見が存在します。 

NEC がセキュア開発の取り組みを本格化したの

は 2006 年。まずは体制構築と、ルールや規定の制

定を行い、セキュア機能設計＆コーディングと、そ

れを支える各種技術の適切な活用を進めてきました。

その後もルールや規定の更新を続け、2013 年には

社会や攻撃の変化に準じた施策に着手。脆弱性対策

や標的型攻撃への対策、ネットワーク保護、データ

保護、内部不正の防止に向けた手法やプロセスの定

義を、有識者とともに実施してきました。さらに

2018 年にはチェックと開発・構築のサイクルも確

立し、「Risk Hunting Team」によるリスク評価や、

インテリジェンスの積極的な活用も推進。さらに最

近では、SBD 3.0 の実証も行っています。 

このような取り組みの中で、NEC は大きく 4 つの

強みを培ってきました。ここではそれらについて解

説します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時代の変化に合わせて Security By Design の考え方を進化させ、 

早い時期から実践してきたことで強みを培っています 
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NEC の強み 1： 

サイバーセキュリティ人材の育成 

まずご紹介したいのが、サイバーセキュリティ人

材の育成に体系的に取り組める体制を整えているこ

とです。具体的な育成プログラムとして、セキュリ

ティスキル底上げを目的とした「営業・SE セキュリ

ティ基礎教育」と「NEC セキュリティスキルチャレ

ンジ」。Security By Design のスペシャリストを育

成する「NEC サイバーセキュリティ訓練場」とセ

キュア開発人材育成プログラム「Security By 

Design Specialist」（以下、SBDS）、トップセキュ

リティ人材を育成するセキュリティ技術者育成プロ

グラム「NEC Cyber Security Analyst」（以下、NCSA）

で構成されています。 

 

●営業・SE セキュリティ基礎教育 

NEC グループの営業・SE になるには、Security 

By Design を核とするセキュリティの基礎知識を習

得することが求められます。これを e ラーニングの

形で提供するのが、営業・SE セキュリティ基礎教育

です。営業・SE の全員がこの教育を受けることで、

NEC グループ全体のセキュリティスキルの底上げ

を図っています。 

 

●NEC セキュリティスキルチャレンジ 

NEC グループの全社員が参加可能な、CTF 型のセ

キュリティコンテストです。CTF とは「Capture The 

Flag（旗取りゲーム）」の略であり、情報セキュリティ

の分野では「セキュリティ技術を競う競技・ゲーム」

を意味します。2018 年度には 1300 人を超える社

員が参加しており、セキュリティ人材の裾野拡大に

貢献しています。 

 

●NEC サイバーセキュリティ訓練場 

オンラインショッピングの企業システムを想定し

た専用の仮想環境で、システム構築フェーズにおけ

る堅牢化を中心とした、実践的なセキュリティ対策

の訓練を行う場です。この訓練場は 2018 年度に開

設されており、お客様のシステム構築を担う SE の

「システム堅牢化技術」の強化を目的に活用されて

います。 

 

  

NEC のサイバーセキュリティ人材育成のためのプログラム。セキュリティスキル底上げから 

トップセキュリティ人材育成まで、体系化されたプログラムが用意されています 
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●SBDS（Security By Design Specialist） 

各事業部門で Security By Design を実践できる

専門人材を育成するためのプログラムです。対象者

は、基礎研修と NEC サイバーセキュリティ訓練場

の 経 験 者 の 中 か ら 各 事 業 部 で 選 抜 、 Certified 

Information Systems Security Professional

（CISSP）取得レベルまで育成が行われます。本プ

ログラムにて育成されたスペシャリストが中心と

なって、システム開発に関わる全プロセスを俯瞰し、

抜け漏れのない適切なセキュリティ実装を行うこと

で、お客様に安全・安心なシステムを提供する役割

を担っていくことになります。 

 

●NCSA(NEC Cyber Security Analyst) 

NEC のトップセキュリティ技術者を育成するプ

ログラムです。CISO（Chief Information Security 

Officer：最高情報セキュリティ責任者）補佐官レベ

ルの技術者育成を目指しています。そのために、サ

イバーセキュリティに関するマルウェア解析やイン

シデントハンドリングなどを含む広範かつ高度な研

修群を体系化。座学と演習に加え、セキュリティ専

門組織での OJT も組み込まれています。まさにセ

キュリティの「エリート養成プログラム」だといえ

ます。 

 

SBDS や NCSA で育成されたトップ人材は、一般

社員を対象にした育成プログラムである CTF の問

題作成などの役割も担っています。これによって

トップ人材のノウハウを社内に広げるとともに、そ

のノウハウを受けた人材がトップ人材を目指すとい

う、良い循環を生み出しています。また NEC グルー

プ内で多様な経験を積み成長してもらうための「配

置・ローテーション」も実施されています。 
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NEC の強み 2：セキュア開発プロセスの実践 

セキュア開発プロセスを明確に定義し、それを着

実に実践しているのも、NEC の強みの 1 つです。そ

のプロセスは、企画・提案段階からスタートします。

開発の初期段階からセキュリティが考慮されており、

その後もその考え方が継続されることで、高いセ

キュリティ品質を確保しているのです。 

そのためのセキュリティタスクも明確に定義され

ています。例えば要件定義フェーズでは、セキュリ

ティニーズの認識、脅威の識別、対策方針の決定、

合意形成などのタスクが決められており、それが実

施されたか否かのチェックリストも用意されていま

す。また設計フェーズでも、セキュアインタフェー

ス設計、セキュリティ機能設計、セキュリティアー

キテクチャ設計などのタスクとそのチェック項目が

あります。 

さらにこれらの活動を支えるため、セキュア技術

ガイドも整備。その内容は業界標準や、NIST の

SP800 シリーズなどの国際的なガイドラインに対

応したものになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEC が確立したセキュア開発プロセス。各フェーズで行うべきタスクが明確に定義されており、 

それらが適切に行われたかどうかのチェックリストも用意されています 
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NEC の強み 3： 

ライフサイクル全般にわたる取り組み 

NEC が行っているセキュリティへの取り組みは、

設計・開発段階だけにとどまりません。その上流の

戦略策定（企画提案）から、下流の運用・保守に至

るまで、システムのライフサイクル全般をカバーし

ています。 

まず戦略策定では、組織や技術上のリスク評価を

実施。各種ポリシーやガイドライン作成にも対応し

ています。また運用・保守フェーズでは、構築済み

システムのリスクアセスメントやリスクハンティン

グ、脆弱性診断、実際に侵入できるか否かを確かめ

るペネトレーションテストも実施しています。 

これらの活動で重要な役割を担っているのが、世

界トップクラスの技術力を保有する人材です。NEC

のセキュリティ技術センターには、システムを堅牢

化し“衛（まも）る”実践力を競う「Hardening II 

SecurEach」において、最優秀企業賞を獲得した社

員も在籍しています。また日本国内最大級のCTF（セ

キュリティコンテスト）である「SECCON2019」で

は、NEC グループのチームが世界 5 位に入賞してい

ます。 

このような人材に加え、社外のインテリジェンス

も積極的に活用することで、ビジネスが「正しく動

き続ける」システムを支えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：CTA（Cyber Threat Alliance）セキュリティ関連の有力企業（26 社加盟）によるインテリジェンス共有組織 ※2：AIS（Automated Indicator Sharing）米国国土安全保障

省（DHS）が推進する、官民でサイバー攻撃の脅威情報を迅速に共有する枠組み ※3：JC3（Japan Cybercrime Control Center）産・学・法執行機関が持つサイバー空間の脅威

への対処経験等を蓄積・共有する組織 ※4：CSSC（Control System Security Center）制御システムセキュリティセンター、日本の制御システムに精通した技術研究組合 

ライフサイクル全般にわたる NEC のセキュリティへの取り組み。これを支えているのは、 

世界トップクラスの技術力を有する人材と、社外のインテリジェンスも積極的に活用する姿勢です 
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NEC の強み 4：国などの施策とも連動 

そして最後に取り上げたい強みが、国などの施策

とも連動した取り組みを行い、その豊富な実績を保

有していることです。具体的には、内閣の「サイバー

セキュリティ戦略本部」、経済産業省の「産業サイ

バーセキュリティ研究会」、経団連の「サイバーセ

キュリティ委員会」、IPA の「産業サイバーセキュリ

ティセンター」において、戦略策定や人材育成など

を担っています。 

このような取り組みによって的確に政策動向を把

握することによって、最新のレギュレーションに

沿ったサービスをいち早く提供するとともに、こう

した動向をお客様のセキュリティ戦略にも活かすこ

とができているのです。 

 

まとめ 

既に述べたように、SBD 3.0 は DX に取り組む全

ての企業や組織にとって、必要不可欠なものになる

はずです。DX 時代にはデータは極めて重要な資産

となり、それを適切な形で守るには、上流工程でデー

タセキュリティを意識した設計が求められるからで

す。NEC は、ここで紹介した強みを活かし、その実

現に向けて重要な役割を果たしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 


