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要 旨
社会やビジネスがデジタルの世界へ大きくシフトし、インターネットに接続されるモノすべてがサイバー攻撃の対象とされる時
代が到来しています。このような状況のなか、NECグループでは、お客様のビジネスを支える安全・安心な製品やサービスの
提供を目指し、
「セキュリティ・バイ・デザイン」の考え方に基づいたセキュア開発・運用に取り組んでいます。お客様のシステ
ムの特徴に応じたリスクアセスメントや、管理システムを用いた効率的な脆弱性対応などにより、セキュリティ品質を担保でき
るようにしています。本稿では、このようなセキュア開発・運用の具体的な取り組みや今後の展望について紹介します。

Keyｗords
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に発見されるため、システムの出荷時点では脆弱性対処が

1. はじめに

万全であっても、運用していくなかで不十分になる可能性

サイバー攻撃は年々増加し、世界中で被害が拡大してい
ます。サイバー攻撃は巧妙化、高度化し続けていますが、

があります。よってシステム運用段階において、継続的に
脆弱性情報を収集し、対処していくことが必要です。

既知の脆弱性を悪用したものも多くあります。システムの

NECグループでは、システムの開発・運用において、セ

脆弱性を放置することは、その大小に関わらず攻撃者に狙

キュリティを確保するような取り組みを実施しており、第 2

われるリスクとなり、結果として、組織活動の遅延や停滞、

章以降では、その内容について、より詳細に解説します。

機密情報の流出、経済的損失、企業ブランドイメージの失
墜などを招く恐れがあります。攻撃者にシステムの脆弱性
を悪用されるリスクを低減するためには、そもそもシステ
ムに脆弱性を作り込まないことと、新たに発見された脅威

2. NEC におけるセキュア開発・運用
NECグループで推進しているセキュア開発・運用とは、

に対して、弱点となる部分がないかをつど調査し、対処し

要件定義から運用・保守の各プロセスにおいてセキュリティ

ていくことがポイントとなります。

を十分に考慮した開発・運 用を実 施することです。その

システムに脆弱性を作り込まないためには、
「どのよう

大きな目的は、脆弱性の作り込みをなくすことと、出荷後

な脅威が想定されるか」
「どのように対処できるのか」など

に新たに発見される脆弱性へ対処することです。セキュア

を考慮しながら設計・実装を行う必要があります。こうし

開発・運用を各部門が適切に行えるよう、これらのプロセ

たセキュリティを設計段階から考慮する考え方は「セキュリ

スにおいて実施すべき事項（以下、セキュリティタスク）を

ティ・バイ・デザイン」と言われ、内閣サイバーセキュリティ

NECグループの全社標準である日本電気工業標準（NEC

センター
（NISC）も推奨しています 。優先度の高いセキュ

Corporation Industrial Standards：NIS）の １ つ、

1)

リティ対策を含めてシステムを設計しておけば、対策の抜

「セキュア開発・運用管理規程」のなかに定めています。具

けもれ、あるいは過剰な対策を防止することができ、最適

体的には、開発・運用プロセスを（1）企画・要件定義、
（2）

なシステム構成にすることができます。また脅威は継続的

設計・実装・テスト、
（3）運用・保守の3パートに分け、お
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開発・運用プロセス

企画
提案

要件
定義

（1）システムに合った
対策の検討
リスクアセスメント
（脅威分析・対策検討）

実装

設計

（2）対策の実装、脆弱性の排除
セキュア設計

（二要素認証・特権管
理・強固な暗号方式・
統合ログ管理など）

セキュア
コーディング

(SQLインジェク
ション対策など)

要塞化

セキュリティ対策
策定・合意

出荷

テスト

(不要ポート/サービス/
アカウント停止など)

（監視・データ保護・
マルウェア対策など）

運用
保守

（3）新たな脆弱性への
対処

脆弱性診断

(ソースコード診断・WebAP診断・
プラットフォーム診断など)

脆弱性情報収集・対処

(脆弱性パッチ情報収集・パッチ適用・
回避策実施など)

開発・運用環境セキュリティ

（入退室管理・監視カメラ・サーバアクセス制御・構成管理・人的セキュリティなど）

セキュリティを考慮したタスク

図1

セキュリティタスク一覧

客様のシステムに応じたセキュリティの検討・対策を行う

リスク特定では、お客様の守るべき情報資産を洗い出

ために、各パートでタスクを実行しています（図1）。
（1）で

したうえで、どのようなリスクが存在するかを特定します。

は、システムへの脅威とその影響度を考慮したセキュリティ

リスク分析では、リスク特定にて洗い出されたリスクの発

対策を検討するためのタスクを実行します。
（2）では、
（1）

生可能性、リスクが顕在化したときの影響度を算出し、リ

で検討した対策を実装し、出荷時点での最新の脅威に対抗

スクの大きさを数値化します。リスク評価では、リスク分

するためのタスクを実行します。
（3）では、出荷後に発見さ

析にて得られたリスクの大きさをもとに、対応の必要性や

れる新たな脆弱性に対抗するためのタスクを実行します。

優先度を判断します。

セキュリティタスクのなかで特に重要となるのが、リスク

リスクアセスメントを上流プロセスで実施しておくこと

アセスメントと脆弱性への対処です。セキュリティ対策は１

で、お客様の状況に応じたセキュリティ対策を選定できる

つ実施すれば良いというわけではなく、またすべてを実施

とともに、システムの機密性、完全性、可用性、あるいは

する必要があるわけでもありません。システムの脅威とそ

管理統制や利便性などのバランスを保つことができます。

の影響度に応じて最適な対策を実装するためには、リスク

お客様のシステムに精通している担当の開発者や SE が

アセスメントをシステムのアーキテクチャや運用など全体

リスクアセスメントを実施することをNECグループでは推

像を考える段階で、実施することが重要です。また、システ

奨しており、一般的なリスクや対策を検討するだけでなく、

ムのバグは一度対処すれば終わりですが、脆弱性は一度対

お客様のシステムの特性や運用を考慮したリスク、及び対

処すれば終わりではなく新たに発見され続けます。そのた

策を検討しています。

め、それらに対して継続的に対処していくことが大切です。
3.2 リスクアセスメント手法

3. リスクアセスメント
3.1 リスクアセスメントの概要
本稿におけるリスクとは、ビジネスにおいて企業などが

NECグループにおけるリスク分析のプロセスでは、国際
規格の要求事項を採用し、対象となるシステムのセキュリ
ティレベルが国際規格の標準に達しているかを評価します。
ただし、業界や業務によってリスクが大きく異なることや、

損失を被る危険性のことを指します。リスクアセスメントは

高度なセキュリティ対策が要求される場合もあり、国際規

このリスクを管理するために必要なタスクであり、リスク特

格の要求事項のみでは評価が不十分になる可能性がありま

定、リスク分析、リスク評価を含むプロセス全体を指します。

す。そこでお客様の重要な情報資産については、適宜詳細
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なリスク分析を組み合わせることを、NECグループでは開

や OJT などを通じてセキュリティの考え方、リスクアセス

発者・SE に推奨しています。詳細リスク分析では、情報資

メントやセキュリティ技術の知識、テスト技法などを学び、

産に対し資産価値、脅威、脆弱性やセキュリティ要件を識別

システムの特性や運用を考慮してお客様に最適な対策の

し評価しており、こうした分析手法を組み合わせることで、

提案、設計・開発を行っています。各事業部でリスクアセ

より精度の高い分析を実施することが可能になります。ま

スメントを行う際には各業種の動向や法令・ガイドライン

た、すべての情報資産に対して詳細なリスク分析を実施す

なども踏まえつつ、最新の脅威やインシデント事例も取り

るよりも、時間や費用を削減することができます。

込むことで、お客様システムを安全・安心なものにできる
よう努めています。

3.3 組込み、制御システムへの応用
近年、IoT 機器や組込み機器を踏み台にした大規模サ
イバー攻撃の増加など脅威が高まっていることを踏まえ、
2016 年度にこれらの脅威の洗い出しと対策の検討に取
り組みました。セキュリティの有識者に加えて、利用シーン

4. 脆弱性への対処
4.1 脆弱性対応の概要
脆弱性の対応は、出荷前に既知の脆弱性をなくすこと、

を理解し設計している組込み機器の製品担当者が参加す

出荷後に発見された脆弱性に速やかに対処すること、この

ることで、機能だけでなく運用シーンも想定して脅威の洗

2 点が重要です。

い出しを行いました。例えば、ハンディターミナルであれ

そのため NEC では、脆弱性に対処するためにテスト、出

ば、汎用の PCやサーバよりCPU やメモリなどのリソース

荷、運用、保守プロセスで行うべきセキュリティタスクとし

が限られていることや、機器が小型のため持ち出しによる

て、脆弱性診断、脆弱性情報収集・対処を定義しています

不正操作の可能性があることなどが特性として挙げられ

（図1）。脆弱性診断を行うことで、作り込んでしまった脆

ます。それらを考慮した実現可能な対策や運用対策での

弱性を検出し、出荷前に対処します。また、製品・システ

代替案をまとめ、開発現場で活用できるチェックリストに

ムで使用している OS、ミドルウェア、フレームワークなど

仕立ててNECグループ全体に公開しています。本チェック

に脆弱性がないか日々情報を収集し、影響を受ける脆弱

リストは、IoT 機器、組込み機器の開発部門を中心に開発

性に対処することで、製品・システムをセキュアに保ちます。

基準に取り込み活用されています。
また、ICTシステムの分野で培ったセキュア開発のノウハ
ウを応用し、制御システムに対しての安全性を高めるため

4.2 脆弱性診断
脆弱性診断とは、ソースコードを論理的に解析したり、

のご提案を行った事例もあります。重要インフラの領域で

実際に動作させて解析したりすることにより製品・システ

は各業界団体が制定しているセキュリティガイドラインが

ムに存在する脆弱性を検出するものです。脆弱性診断に

法令基準となっているため、これに準じた対策が必須の場

は静的診断と動的診断があります（表）。

合があります。そこで、お客様の既存のシステムがガイドラ

静的診断（ソースコード診断）は、開発環境のなかで自

インに準拠した対策となっているかをリスクアセスメントに

動的に実施できるような仕組みを構築しており、多くのプ

よって確認し、脅威の洗い出しと対策の提案を行いました。

ロジェクトで利用しています。動的診断（Webアプリケー

これにより、お客様の次期システムにおいてのマイルストー
ン制定のご支援ができ、またお客様からのセキュリティ意

表

識向上にもつながったと評価をいただきました。
3.4 リスクアセスメントの普及
NEC は、お客様のシステムや業務を理解したうえでセ
キュリティを検討できるようにするために、各業種のシステ
ムに精通している開発者・SE がセキュリティの知識も高め
ていくための活動に注力しています。開発者・SE が研修

脆弱性診断の種類

種類

特徴

静的診断

・脆弱性の根本的原因を把握可能

・ソースコード診断

・製品・システムの開発段階から実施可能

動的診断

・製品・システムの実行環境まで含めた

・Webアプリケーション診断
・プラットフォーム診断

脆弱性を検出可能
・脆弱性が悪用された場合の具体的な動作や
被害を特定可能
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提供するための ｢セキュリティ・バイ・デザイン｣ に基づくセ

脆弱性情報
JVN iPedia*1

IPA*3

製品ベンダー

キュア開発・運用の取り組みについて紹介しました。リスク

NVD*2

JPCERT/CC*4

開発コミュニティ

アセスメントの実施、出荷前の脆弱性診断及び出荷後に新

収集

脆弱性
情報

脆弱性情報管理システム
配信

開発者
*1
*2
*3
*4

たに発見される脆弱性に対する対処を含む総合的な取り組

SE

マッチング

構成情報

営業

JVN iPedia（脆弱性対策情報データベース） http://jvndb.jvn.jp/
NVD (National Vulnerability Database) https://nvd.nist.gov/
IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）
JPCERT/CC（一般社団法人 JPCERTコーディネーションセンター）

図2

脆弱性情報管理システム

みにより、お客様のシステムの安全性を確保しています。
ICTシステムに対しては、セキュア開発・運用が定着し
つつありますが、IoT、制御機器などのデバイスを用いたシ
ステムへの攻撃が社会問題になっているため、今後はこれ
らに対してもセキュア開発・運用を実施することが必須と
なります。NEC では、IoT、制御機器に対するセキュア開発・
運用として脆弱性情報の収集から取り組み始めています。
NEC は今後もお客様のビジネスを止めないために、シ
ステムを安全に保つための活動とその改善を継続的に実
施していきます。

ション診断、プラットフォーム診断）は、各プロジェクトの
メンバーが診断ツールのハンズオントレーニングを受講し
たうえで実施しています。
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かります。
脆弱性情報を効率的に収集し、影響のあるプロジェクト
に適切な情報を配信して、速やかに対処を行うため、NEC
では独自の脆弱性情報管理システムを構築しています。定
期的にインプットされる脆弱性情報とあらかじめ入力して
いるお客様システムのソフトウェアの構成情報とのマッチ
ングを行い、対象ソフトウェアの脆弱性情報が見つかる
と、その情報を担当者にメール配信します（図 2）。情報
を受け取ったら対策を検討し、お客様システムに対して修
正パッチを適用する、セキュリティ機器を使用して回避す
る、と言った対策を実施します。
このようにして、NECグループ全体で脆弱性情報の共
有を行っています。また、特に影響範囲が広く危険度の高
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い脆弱性に関しては、より広範囲に周知徹底するために注
意喚起を行い、即時対応する体制を構築しています。

5. むすび
本稿では、お客様に安全・安心なシステム・サービスを
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複雑化 / 高度化するサイバー脅威に対抗する SOC とセキュリティ監視サービス
攻撃被害を極小化するためのインシデント対応支援ソリューション
サイバー演習によるインシデントハンドリング能力の強化
セキュリティ統合管理・対処ソリューション「NEC Cyber Security Platform」
クラウド型ファイル暗号化サ―ビス − ActSecure クラウドセキュアファイルサービス−
セキュリティ LCM サービス

EMM を活用したセキュアなモバイルワークソリューション
IoT 時代の経営を支援するサイバーセキュリティコンサルティング
サイバーセキュリティへの AI 技術の活用

AI（人工知能）を活用した未知のサイバー攻撃対策
採るべき対策の「なぜ？」に答える AI の可能性
オープンソースインテリジェンスを活用したサイバー脅威の検出と自動分析
犯罪捜査支援のためのサイバー・フィジカル統合分析技術

お客様に安全・安心を届けるための社内の取り組み

安全・安心な製品・サービスをご提供するための取り組み 〜セキュア開発・運用〜
サイバーセキュリティ人材のタレントマネジメント
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