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2018年7月、セキュリティイベント「CYBER DEFENSE LIVE TOKYO 2018」が東京で開催された。イベントの最後には
パネルディスカッションが行われ、セキュリティの第一線で活躍を続ける国内外のエキスパート5名が一堂に会した。現状
分析や今後数年を見据えた対策への提言など、パネリストおのおのの立場から話され、セキュリティ対策に臨む企業に
とっての有益なヒントが多数得られた。そのパネルディスカッションをレポートする。

被害の大型化、攻撃者の
多様化・高度化などが進む
サイバーセキュリティをめぐる状況は日々刻々と変化してい
る。パネルディスカッションではまず、5名のエキスパートがそれ

まざまな作業をやっており、人間の安全性が絡むケースもあり、
損害が非常に大きくなる可能性があります」と警鐘を鳴らす
佐々木氏。加えて、一度導入した後のメンテナンスが難しいとい
うIoTの実情を踏まえた防御の必要性も述べた。
4つ目の動きが攻撃者の多様化・高度化である。最近は特に、

ぞれ現状および課題について、どのような認識を持っているの

犯罪組織が関与した金銭目的での攻撃が増加している。
「犯罪

かを語った。

組織は動きが非常に速く、かつ、組織内で攻撃担当やツール提

サイバー攻撃元の国の変化に着目するのは、NTTドコモで、
セキュリティ維持をミッションとする髙橋氏である。
「今まであま

供など役割分担され、攻撃がより高度化しています。その対策を
しっかり考えていく必要があります」
（佐々木氏）
。

り見られなかった東南アジアからの攻撃が近年増えています」
（髙橋氏）。
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佐々木 良一 氏
セキュリティ・キャンプ協議会の会長も務めるラックの西本
氏は、課題を次の3点と捉えている。1点目は、大規模自然災害と

デジタルフォレンジックとリスクコミュニケーションを主な
テーマとする東京電機大学の佐々木氏は、4つの大きな動きが
あると捉えている。
「1つ目は被害の大型化です。その典型は先
日の仮想通貨の580億円流出ですね。2つ目は被害形態の多様

同程度のインパクトがあるセキュリティ事故への対策である。
「日常的に備えつつ、もし発生しても適切に対処できるようなフ
レームワークをいかに整備するかが問われます」
（西本氏）。
2点目はクラウドセキュリティである。具体的な方法として、

化です。重要な企業情報の喪失とともに、完全性の喪失や可用

EDR（Endpoint Detection and Response）によるエンドポ

性の喪失の被害も急増しています。後者の典型はランサムウェ

イントでの防御、IPとIDベースでのセキュリティ行動の把握など

アです」
（佐々木氏）
。

を挙げた。

3つ目の動きが攻撃対象の多様化である。その代表がIoTを

3点目は仮想通貨のセキュリティである。
「たとえば、ビジネス

含めたシステムへの攻撃だ。
「被害はIoTだけなら機密性や可用

基盤としてIoTシステムに仮想通貨のマイニングを行わせて、シ

性や完全性の損失ですが、IoTシステムとなると、トータルでさ

ステムの維持に利用するなど、面白い使い方が出てくるなか、脅

威からどう守るかがこれからの課題です」
（西本氏）
。

髙橋氏は国内で2020年東京五輪をはじめ、スポーツのビッ
グイベントが続く今後2年間のセキュリティ対策で、注目すべき
はIoT機器であると指摘した。
「IoT機器は乗っ取りへの対策だけでなく、乗っ取られた後に
他への攻撃に利用されないための対策も欠かせなくなるでしょ
う。その際、脅威の情報をさまざまな企業や組織で共有し、連携
して対処していくこともより重要になります」
（髙橋氏）
佐々木氏は研究の一環として、サイバーリスクと対策コストの
最適解の導出に取り組んでいる。実際に大学のシステムにて、

株式会社ラック
代表取締役社長

生徒の成績など個人情報漏えいのリスクを分析した結果をもと

西本 逸郎 氏

に提言した。
「分析してわかったのは、入口対策が今でも非常に有効であ

陸上自衛隊初のサイバー戦部隊「システム防護隊」の初代隊

ることです。このところ入口対策は効果が小さいといった論調

長であり、経済産業省のサイバーセキュリティ・情報化審議官も

があります。しかし実際に分析した結果、入口で被害の確率を

務めたFireEye CTOの伊東氏。元・自衛隊員という軍人の観点

落とせれば全体に効くので、やはり効果が大きいのです。侵入さ

で現状を分析した。第1次世界大戦で塹壕が一線、二線、三線と

れることを前提に、出口対策もよいバランスで行う必要もあり

増やされた例を引き合いに出した。それに対する攻撃は「浸透

ますが、入口で侵入を防ぐのが一番重要であることが、具体的

戦術」と呼ばれ、小規模な部隊が三線目まで秘密裏に侵入して

な数値として改めてわかりました」
（佐々木氏）

攻撃し、すべて無効化する。

さらに佐々木氏は機械学習を用いると、脅威の切り分けが

「戦争における多重の塹壕は、セキュリティにおける多層防御

98%強ぐらいの高確率で可能になった研究成果も紹介。
「機械

に該当します。戦争では防御側は浸透戦術に対して線ではな

学習導入で難しいのは、脅威の様相は顔認証などと異なり、時

く、地域全体を俯瞰して守るよう対処しました。セキュリティで

間とともに変わっていく点です。たとえ1年目は検知率が98%

も従来の多層防御から、エンドポイントを起点に全体を総合的

強でも、そのままでは2年目以降に下がっていきます。そのため、

に守るように変わっていきました」
（伊東氏）

3ヶ月に1回ぐらいはチューニングが欠かせないことも今回の研

伊東氏は続けて軍事の例を紹介。防御側が新たな対策を講

究で判明しました」
（佐々木氏）
。

じると、攻撃側は新たな手を次々と繰り出す。防御側はそれに対

西本氏はまず、求められる対策として、 ハザードマップ の作

して、自陣の外にパトロール隊を出して敵の動きを常に探り、あ

成を挙げた。
「企業内および組織内に、セキュリティにおける事

らかじめ対策を練るようにした。

業のハザードマップを作って備えておきます。伊東さんがおっ

「パトロール隊は現在のセキュリティでいうところのスレット
インテリジェンス（脅威情報）でしょうか。もちろん、多層防御が

しゃられたパトロールを出す対策なども、ハザードマップとあわ
せテンプレート化します」
（西本氏）
。

全く役に立たないわけではありません。攻撃者から見れば厄介

同時に西本氏はセキュリティ対策を担う現場に、あえて非効

な存在であり、負担がかかりますから。ただ、攻撃者は弱点を調

率性を取り入れるべきとも考えている。
「効率化を追求しすぎる

べ上げて突いてくるため、どれだけ有効かは議論の余地はある

と部分最適に陥りやすくなるので、非効率性で余裕を持たせつ

でしょう」
（伊東氏）

つ、技術面だけでなくコミュニケーションなども重視し、全体最

コンピュータセキュリティのオフィサーとして、アメリカ軍や

適を目指します」
（西本氏）
。

政府機関で長年活躍したFireEye CEOのマンディア氏は、テク

その上、高度なセキュリティ対策ができる人材育成の重要性

ノロジーへの依存度は日々増している現代社会において、どの

も西本氏は強調した。
「データ分析ができるような優秀な技術

ように脅威を防げるのかを常に学ぶ必要性について語った。

者は、現状では金融系に代表されるようなマネタイズが一番早

「防御では、システムと人を必ず組み合わせなくてはいけませ

い分野に流れがちです。日本を守るには金融だけでなく、セキュ

ん。防御の 方程式 には人が不可欠であり、いくらシステムが強

リティの分野でも優れた技術者の確保が肝要です。その有効な

固でも、人に 穴 があれば守れません。今後は今以上のリスク

方策のひとつが技術者の優遇であり、そのための仕組みをしっ

に晒されるなか、その点をより意識する必要があるでしょう」

かり作っていく必要があります」
（西本氏）
。

（マンディア氏）

入口対策での侵入防止は
今なお非常に有効

伊東氏は「ライフサイクルセキュリティ」をキーワードに掲げ
る。現状では短納期のもと、脆弱性のないソフトウェアを作るの
は不可能である。しかし、それでも品質を高めなければならな
い。

次に、パネリストがそれぞれの立場から述べた現状や課題を

「そこで今後鍵を握るのが『ライフサイクルセキュリティ』とい

踏まえ、数年後を見据えてどのようなセキュリティ対策を考えて

う考え方です。まずは仕様書を作る段階で、セキュリティ対策を

講じるべきなのか、
意見を交換した。

きっちりと含めておく。構築では健全に作り込み、運用開始後も

常に見直して健全さを維持・向上させる。こういったライフサイ

術面だけでなく、働き方改革まで含めた全体最適を考えていく

クルでセキュリティを強化していくアプローチが現実的でしょ

ことがポイントです。また、リスクを他人事ではなく、自分事と

う」
（伊東氏）。

捉える意識の醸成も大切です」と述べた。
伊東氏は、これからはライフサイクルセキュリティとともに、ス
レットインテリジェンスも肝要であることを挙げた。
「多種多様
な脅威にさらされる現在、リソースと予算が限られるなか、敵は
誰なのか、何を優先して守るべきなのかを適切に見極めなけれ
ばなりません。たとえば、優先すべきなのは顧客の個人情報な
のか事業継続性なのかは、業種などによって異なるので、自社
の事情などに応じて判断します。まさに孫子の「敵を知り我を
ファイア・アイ株式会社
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知れば百戦危うからず」
の思考が重要でしょう」
（伊東氏）
。
マンディア氏は今後も大切となる普遍的な考え方、心の姿勢
として、
「セキュリティは決して終わることのないプロセスです。
脆弱性は何か、自分ならどう攻撃するか、どう検知・防止するか、

ライフサイクルの観点では、廃棄後も考えてシステムの仕様

ワーストケースのシナリオとその対策は何かなどを常に考えま

や運用を決めることも今後は大事であると伊東氏は述べる。
「た

す。そこから逆算してリスクを緩和する策を考え、実施していき

とえば、更改前の古いシステムがLANに接続されたままで、担

ます」と強調した。

当者や業者が変わっており、誰も中身がわからずパッチも当て
られない――私は「サイバーデブリ」と呼んでいますが、大きな
リスクと化すのではと懸念しています。システムは廃棄までちゃ
んと見据えることで全体を健全化でき、セキュリティ向上にも
直結します」
（伊東氏）。
マンディア氏はより高い視座のもと、セキュリティ対策に取り
組む体制について言及した。
「今後ますます脅威が増すなか、よ
り安全な社会をもたらすには、セキュリティ対策は国家レベルで
取り組むことが重要です。政府がきちんと対応し、サイバース

FireEye Inc.
CEO

ペースでの防御を盤石にしなければいけません」
（ マンディア

ケビン マンディア 氏

氏）
。
加えて、国家間の協力も不可欠であるとも語った。
「インター
ネットによって国境がなくなりつつある現代、国家レベルだけで
は不十分です。たとえば、どんな行為が犯罪なのか、誰が犯罪者
なのかなどを国家間のコミュニティで共有するなど、グローバ
ルレベルの抗戦協定をしっかり結び、いかなる攻撃も許さない
という姿勢でのぞむことが必要です」
（マンディア氏）。

脆弱性や攻撃手法などから
逆算してリスクを緩和
パネルディスカッションの最後にまとめとして、これからセ
キュリティ対策のポイントをそれぞれが語った。
髙橋氏はIoT機器とHTTPSに対するセキュリティ対策を挙
げ、後者について「現在はスマートフォンの多くがHTTPS通信で
す。通信の秘密から、通信事業者が証明書を解いて、お客様の
情報を見られません。その状況下で、お客様のセキュリティをい
かに守るかが今後は問われます」と語った。
佐々木氏はセキュリティ対策の正解は常に変化していくもの
という前提のもと、
「 関わる人間すべてが自分たちの責任のも
と、コストとのバランスを鑑みつつ、さまざまな対策を考えて最

お問い合わせ
ファイア・アイ株式会社
https://www.ﬁreeye.jp/

善をつくし続けていくことが大事です」と考えを明かした。
西本氏は改めて全体最適の大切さに触れ、
「セキュリティの技

※日経BP社の許可により、2018年8月28日〜10月1日 掲載の
日経 xTECH Specialを一部再編集したものです。

