特集概説

サイバーセキュリティを取り巻く社 会 動 向と
NEC の取り組み
サイバー攻撃やサイバー犯罪の被害が重大化し、大きな社会課題となっています。この状況のなか、政府もサイ
バーセキュリティ対策に関するさまざまな施策を打ち出しています。一方、NECは自社のセキュリティを守るため
にサイバー攻撃防止システムや情報漏えい対策基盤などさまざまな技術を開発し、近年では AI 技術の応用を進
めています。また、セキュリティインテリジェンスの獲得についても積極的な取り組みを行っています。NECは
これらの技術や情報、高度なセキュリティ人材を背景に、さまざまなソリューションを提供しています。本稿では、
このような社会動向とNECの取り組みを紹介します。
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係る安全基準等策定指針（第４版）」が公開され、攻撃に

1. はじめに～サイバーセキュリティの動向

よる障害を可能な限り削減するとともに、障害発生時の早

サイバー攻撃は、時代とともに変化しています。当初は、
愉快犯など個人的なサイバー攻撃が主流でしたが、組織・
重要インフラ・国家を標的とした経済犯・組織犯的なもの

期検知や迅速な復旧と再発防止を図る取り組みを推進す
る重要性が示されました。
こうしたなかで、企業の経営者層に対して、サイバーセ

に移行し、次第に高度化・複雑化してきました。なかでも、

キュリティ対策の推進が企業戦略であるとの意識改革を

特定の対象を狙った「標的型攻撃」による被害や、社会的・

目的とした「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」が策

政治的な主張を目的とした団体による攻撃が表面化し、

定されました。そこに記載されている攻撃に対応するため

DDoS 攻撃や Webサイトが改ざんされることも多くなっ

のセキュリティ人材確保について、経済産業省のデータで

てきています。また、クレジットカード情報・個人情報の

は 2016 年時点で13.2 万人不足しており、2020 年では

窃取や、インターネットバンキングでの不正送金が多発す

19.3万人に拡大するとの推計が出ています。人材育成を

るなど、社会全体の問題として認識されてきました。

通じて、サイバーセキュリティ対応人材を増やすことが急務

このような状況において、政府は 2014 年に「サイバー

となっています。

セキュリティ基本法」を制定し、行政機関や重要インフラ

人材育成については、産官学でそれぞれ取り組みが推

におけるサイバー対策の重要性、民間事業者・教育研究機

進されています。大学では、企業との連携や経済産業省

関などにおける自発的な取り組みの必要性、人材確保の

の促進事業などでセキュリティ関連講座が複数開設され

重要性を指摘し、基本方針を示しました。

ました。産業界では、サイバーセキュリティ人材を育成・雇

最近では、IoT などの新しい技術が普及し、ICTの利活

用・活用し続ける循環（エコシステム）の実現を目指した

用が拡大するなか、脆弱な IoT 機器を踏み台にした大規

「産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会」が発足し

模なサービス停止攻撃（DDoS 攻撃）や重要インフラへの

て活動を続けており、成果が期待されています。

攻撃で大規模停電も発生しています。そのなかで、2015
年5月に「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に
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2. NEC の取り組み
このような社会の動きに対して、NEC は早くからさまざ
まな取り組みを行ってきました。
2000 年 初 頭、Nimda/CodeRedという、周 囲 に感
染を広げて自己増殖するウイルスが猛威を振るいました。

共同の研究を行ったりしています。更に、米国国土安全保
障省が推進する、官民でサイバー攻撃の脅威情報を迅速
に共有する枠組みにも日本企業として最初に加入していま
す。これら社内外、国内外から集めた情報を分析し、サイ
バーインテリジェンスと呼ばれる知見としてサイバーセキュ
リティ対策に活用しています。

これらのウイルスへの対応の経験を通じて、
「数えるマネ

このように、NECグループで実践するサイバーセキュリ

ジメント」というコンセプトを立案し実践しました。
「数

ティへの取り組みをお客様へのソリューションとして提供し

えられないものは管理できない」という考え方に基づい

ています。したがって、NEC が提供するサイバーセキュリ

て開発したのが、CAPS（Cyber Attack Protection

ティソリューションは、NECグループで実証し、利便性と安

System）と呼ぶサイバー攻撃防止システムです。CAPS

全性の効果を検証したものとなっています。更に自社での

では、PC/ サーバにインストールされた OS の種別やバー

運用で得たノウハウを、お客様にフィードバックし、保守運

ジョン、プログラムの内容、セキュリティ対策の適用状況、

用においても可用性及び品質面の向上に生かしています。

ウイルスへの感染状況など、多様な情報を網羅的に収集・
可視化し、それに基づいて適切なパッチを迅速に適用する
ことで、脆弱性の排除や攻撃に対する事前防御を図ってい
ます。このコンセプトは、NEC のセキュリティ対策の基礎
となっています。

3. NEC が提供するサイバーセキュリティソリューション
サイバー攻撃の高度化、多様化に伴い、セキュリティ対
策はどこか一点で実施すればよいというものではなく、複

最近のサイバー攻撃については、脅威に対するリスク分

数の箇所で異なる観点での対策が必要になってきていま

析を行い、それに基づいて対策を実施しています。特に

す。いわゆる、多層防御です。このため、お客様で実施す

注力しているのは、未知攻撃の検知、ログの統合管理・

べきセキュリティ対策も多様化しています。

監 視、GCAPS（Global Cyber Attack Protection

セキュリティ人材が大幅に不足していると言われる現在、

System） の 導 入、CSIRT（Computer Security

多くのお客様にとっては、このような多様なセキュリティ

Incident Response Team）体制の確立です。CSIRT

対策を自社の要員で実施していくことは困難であり、外部

体制のなかでは、インシデント対応に加えて、NEC で開発

の専門家に期待するところが大きくなっています。そのた

した先端技術の価値実証も行っています。こういった取り

め、NEC では、これらのセキュリティ対策を製品だけでは

組みによって、サイバーセキュリティ経営を実現しています。

なく、サービスとしても提供しています（一部はサービス

サイバーセキュリティ対策では、セキュリティインテリ
ジェンス（攻撃に関する知識）も重要です。攻撃者は常に
同じ攻撃を仕掛けてくるわけではなく、新たな攻撃手法を
使ってきます。したがって、防御する側も新たな手法を研

のみ）。
NEC のサイバーセキュリティソリューションは、
図にある
ようないくつかのサービスから成り立っています。
主にサイバー攻撃への対策を提供するものとして、
（a）

究し、効果的な対策を編み出す必要があります。また、攻

事前 対 策、
（b）セキュリティ監視、
（c）事 後対 策があり

撃者によって攻撃手法に特徴、癖があるため、攻撃者のア

ます。また、サイバーセキュリティ対策をNEC が運用する

トリビューション（攻撃者像を浮び上がらせること）を行っ

（d）セキュリティSaaSも提供しています。

たり、攻撃手法を研究することによって次の段階の攻撃を

（a）事前対策

予測したりすることも可能となります。NEC では、社内

未対処の脆弱性など、組織内のリスクを見える化し、

CSIRT で社内に対する攻撃やインシデント事案を収集し

対処を行うための脆弱性情報管理サービスを提供し

ています。また、自社での情報収集に加え、国際的なサイ

ます。

バー犯罪を取り締まる組織との提携や、サイバー犯罪の情

（b）セキュリティ監視

報の集約、分析、対処を推進する日本サイバー犯罪対策セ

インシデント発生を検知するセキュリティ監視サービ

ンター、セキュリティベンダー各社とも情報を共有したり、

スを、提供しています。従来のセキュリティ監視サー
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成も重要です。NEC ではセキュリティ人材を強化する

(g)応用ソリューション

演習にも取り組んでいます。

セキュアなモバイルワークソリューション

（f）セキュリティ LCM サービス

(f)セキュリティLCMサービス

お客様のサイバーセキュリティ対策の持続的な向上を
目的に、コンサルティングから、システム構築、監視、

(d) セキュリティSaaS
(a)

(b)

(c)

脆弱性
情報管理
サービス

セキュリティ監視
サービス

インシデント
レスポンス
サービス

インシデント対応までを包括的に提供するサービスを
開始しています。

事前対策 セキュリティ監視 事後対策

（g）応用ソリューション
今回ご紹介したサイバーセキュリティ対策製品・サー
ビスをさまざまなソリューションに組み込んだ、セ
キュアなソリューションの企画開発も進めており、そ

(e)コンサルティング・演習

図

の一例として、セキュアなモバイルワークソリューショ
ンを提供開始しました。

NEC のサイバーセキュリティソリューション

このように、お客様へ直接提供するサイバーセキュリティ
ソリューションの他、お客様に提供するシステム、製品、
サービスを安全・安心なものにするためのセキュア開発・
運用や、お客様にセキュリティソリューションを提供するた

ビスは属人的で、多くのお客様に精度の高いサービス

めの人材獲得、育成にも取り組んでいます。

を提供することは困難でした。このため NEC では、
AI 技術の活用や、世界三極体制でお客様の環境を監
視するなどの取り組みを行っています。

4. サイバーセキュリティソリューションを
支える研究開発

（c）事後対策
セキュリティインシデントが発生した場合の対応とし

近年、サイバー攻撃は攻撃手段の多様化や巧妙化が進

て、インシデントレスポンスサービスを提供していま

むとともに、その件数も増加しています。このため、従来

す。一般的なインシデントレスポンスサービスは、お

のセキュリティ専門家による対応は質・量の両面で限界を

客様のところに駆けつけて調査を行いますが、これ

迎えつつあり、AI 技術の活用によりサイバーセキュリティ

には時間を要します。NEC では、リモートから一次

を強化する取り組みが活発化しています。

調査を行い、簡単なケースはその場で判断するような
サービスを行っています。

NEC では、セキュリティ専門家が担っているサイバー攻
撃の検知、分析、対処方法立案の各業務を、AI 技術を活

（d）セキュリティ SaaS

用して自動化することにより、人では発見・対処が困難な

メ ー ル セ キ ュ リ テ ィ、フ ァ イ ル 暗 号 化、Web

高度なサイバー攻撃にも対処可能とするとともに、セキュ

Application Firewallなどのさまざまなセキュリ

リティ専門家の不足を解消する、新しいセキュリティ技術

ティ機能をクラウド上で提供し、お客様の管理業務を

の研究を進めています。

軽減します。

高度化・巧妙化が進むサイバー攻撃は、現在のセキュリ

（e）コンサルティング・演習

ティ技術では検知することすら難しいという問題がありま

セキュリティ対策は計画的に強化することが重要であ

す。そこで、NEC は、詳細なシステムの動作状況を常時

り、経営視点での対策も要請されています。NEC は、

AI 分析することで未知攻撃を検知する技術を確立し、対

経済産業省発行のサイバーセキュリティ経営ガイドラ

策サービスを開発しました。更に、サイバー攻撃を検知し

インをもとにしたセキュリティ対策を支援するコンサ

た際、セキュリティ専門家は自らの深い知見・経験を基に、

ルティングサービスを提供しています。また、セキュ

断片的なサイバー攻撃の痕跡から攻撃の全容を推測し、攻

リティ対策を実施するためには、お客様側での人材育

撃手法を解明、被害範囲を特定し、適切な対処方法を立
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案します。現在実用化されているAI 技術を活用したサイ
バーセキュリティ技術は、蓄積された過去の攻撃に関する
膨大な知識から特定のサイバー攻撃に対する対処方法を
検索することは可能ですが、前述したようなセキュリティ
専門家の高度な業務を担うことはできません。NEC は、
独自の論理推論型 AI 技術を活用することで、セキュリティ

関連 URL
サイバーセキュリティソリューション

http://jpn.nec.com/cybersecurity/index.html
Cyber Security Solutions

http://www.nec.com/en/global/solutions/
cybersecurity/index.html

専門家の業務を担うことが可能なセキュリティ技術の確立
に取り組んでいます。
また、サイバー攻撃の被害を極小化するためには、今後
発生しうるサイバー攻撃を予測し事前対策することが非常
に有効です。更に、サイバー攻撃を受けた際に迅速かつ適
切に対処するには、サイバー攻撃に関する知識（セキュリ
ティインテリジェンス）が重要な役割を果たします。NEC
は、攻撃者が情報交換に利用するソーシャルメディアから
得た膨大な情報を AI 分析し、セキュリティインテリジェン
スを自動生成する技術、更に今後多発すると見込まれるサ
イバー攻撃を事前に予測し、その対処方法を立案する技術
を確立し有効性を評価しています。
以上の取り組みに加えて、セキュリティ脅威が急速に高
まりつつある、重要インフラを支える最先端の暗号技術に
も取り組んでいます。これらの技術については、
「IoT に
おける多様なデバイスに適用可能な軽量暗号」
（NEC 技
報 Vol.70 No.1「デジタルビジネスを支えるIoT 特 集」
pp.64-pp.67）、
「FinTech のセキュリティ強化に貢献す
るマルチパーティ計算技術」
（NEC 技報 Vol.69 No.2「デ
ジタルトランスフォーメーションを加速するFinTech 特
集」pp.50-pp.54）で紹介しています。

5. まとめ

～Futureproof Security 安心の先へ。

NECグループは、豊かなグローバル社会の実現のため
に不可欠な「安全」
「安心」
「効率」
「公平」という4つの
社会価値の適用のため、社会インフラの高度化に注力し
ています。社会にとって必要不可欠なインフラを支えてき
た実績を蓄積・活用し、サイバーセキュリティにおいては
「Futureproof Security 安心の先へ。」というスローガ
ンを掲げ、すべてのシステムに当たり前の「安全」
「安心」
を提供し、暮らしと社会を、より良い未来につなげていき
ます。
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