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されて�卒業して時間を経た秋口にな�て�

せめて就職くらいすべきだという批判に圧

トもワ�カホリ�ク並みの働き方だ�た�
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寝不足と疲労でぐ�たりしながらオフ�ス

近い過ごし方をした�週明けの月曜日から�

訳の下請け等々のバイトに追われ�徹夜に

た�その分�日曜日は早朝から夜中まで翻

われ�帰宅時間も深夜になることが多か�
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わる土曜日から日曜日にかけての自分の時

活費の補給を心がけていたのだが�昼で終

勤め人にな�ても�アルバイトによる生

ＩＩＪが残業制度を導入したのは�創業

と労働の境がま�たくなか�たようだ�

いと気が休まらなか�たのだろう�私生活

六時中�エンジニア同士�議論をしていな
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はほとんどいなか�た�飲みながらの長い
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され�堰を切�たように会社は成長をする
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だが�当時からガランとしたオフ�スに泊

期は給与も払えないような状況が続いたの

時間に余裕のある組織がいいということ

の環境がいいのに�残業制度が導入される

してからずいぶんと時を経てからである�

と�残業代がついてくるから�オフ�スに

されることも多か�た�私生活を云々する

仕事に没頭せざるを得ないうちに�仕事

いられなくなるというのが反対の理由だ�

で�友人に相談したら�社団法人ならギリ

にはどんな遊びよりも惹きつけられるもの

たらしい�残業をしていることが�管理さ

導入に際しては�ほとんどのエンジニアが

があ�て�自ら進んでワ�カホリ�クの仲

以前の日々だ�た�それが苦痛だ�たかと

間入りをしてしま�たようだ�集団生活が

ギリまで働かせられたりしないだろうと勧

勤め始めて二年ほどは�アルバイト収入

れているようで嫌だというのもあ�たのだ

反対したようだ�家の環境よりもオフ�ス

に頼�ていた時のほうが実入りも多か�

苦手で�高校から大学と�徹底して授業を

ろう�仕事と私生活というのも�そうそう

言えば�そうでもなか�た�

た�勤め人にな�ても�残業の請求が面倒

さぼり続けたのだが�なぜか社会人にな�

明確な仕切りがあるわけでもないと思うの

められて�働き始めた�しかし当時は﹁社

であまりしなか�た�なにより�仕事をこ

たあとは�人が変わ�たようにな�たのだ

だが�そんな風に境界をつく�てしまうの

団法人なら﹂という時代ではなく�帰宅も

なすことに精い�ぱいで�仕事面で組織に

から不思議なものである�与えられた仕事

が�今風なのかも知れない�●

終電車ということが多か�た�

貢献している気がしなか�た�給与を貰い

の内容が必ずしも面白か�たからではな

話である�

く�鍛えられているうちに小さなことでも

表現することはむずかしい･･･。絵だけ

ていたのである�アルバイト時代に借りて

ージを捉えながらも簡略化して的確に

﹁過重労働は絶対にさせない�私生活を

をどこまで描くか悩みます。大きなイメ

面白くな�てしま�たのである�

らないし、全体像だけだと、小さな花

いた部屋の家賃が�就職後の給与と釣り合

花を一途に追っても玉のような花にはな

犠 牲 に す る よ う な 働 き 方 は 強 要 し な い﹂
�

絵にするのは意外とむずかしく、小さな

わず�家賃を払うと�給与の半分が消えて

まってこんもりとした花になっています。

今年は�こんな言葉を前面に出した企業の

がく

しまうとい�た無茶な生活だ�た�

紫陽花は、小さな花（実際は萼）が集

人気が高か�たと�就職・採用の専門家の

表紙の言葉「紫陽花」

ながら勉強しているようなものだと自嘲し

3
4
5
8
12
14
16
18
20
22
23

2
イラスト／末房志野

3

鈴木 幸一
代表取 締役会長

IIJ セキュリティ本部長

IIJでは、セキュリティ事業の拡充・刷新を目指し、新ブランドを立ち上げた。

齋藤 衛

認められ続けてきたセキュリティ事業者

調に拡大していることから、お客さまに

また、その事業が二〇年以上にわたり順

開してきた、国内最古参のひとつです。

四年からファイアウォール事業などを展

キュリティの事業領域においても一九九

ービスプロバイダであるだけでなく、セ

ＩＩＪは老舗の商用インターネットサ

盤となる本部をつくり、お客さま対応の

緊密に連携していくうえで、組織的な基

新しい事業の推進と、お客さまのために

ったという反省がありました。そこで、

ていたため、組織的に風通しが良くなか

開発など複数の部署にまたがって存在し

ＳＩ、サービス、研究
キュリティ機能が、

本部一ヵ 所に集めました。これまではセ

ュリティ機能を提供する部門を全てこの

そして、従来はサービス毎にバラバラ

速度や品質の向上を目指しました。

リティの 領域では、標的型攻撃、ランサ

本部のもとに集約し、新しい事業ブラン

に行なわれていたブランディングをこの
度で大規模な事案が発生していることに

」を立ち上げました。 wizSafe
ド「 wizSafe

とは、 Wizard
（熟練した職人）
、 Wisdom
（そ の 英 知）
、 With
（お 客さ ま と と も に）

ＩＩＪのセキュリティエンジニアがその

と、 Safe
（安全）を組み合わせた造語で、
に分析する必要のある状況が増えてきて

セキュリティの 〃Ｓ を 基調としたブ

知識と経験を駆使することで、お客さま

ランドロゴには「安全をあたりまえに」

おり、従来の事業のやり方では力不足と

そこでＩＩＪでは、二〇一六年度から

とともに安全なＩＣＴ環境を構築してい

セキュリティ事業のさまざまな点での増

という 文言を 添え、
ＩＩＪのセキュリテ

言わざるを得ない場面が見られるように

強を実施し、いくつかの成果をあげてき

ィ事業が目指す将来像を示しています。

く状態を表現しています。

ました。ここではこの新しいセキュリテ

今後、全てのセキュリティ事業はこのブ

なってきました。

応が求められたり、大量の情報を網羅的

おいてもインシデントに組織横断的な対

ＩＩＪに
います。こうした 状 況のもと、

加え、
ＩＣＴ技術の 適用分野も 広がって

ボットの台頭など、より高
ムウェア、 IoT

しかしながら、昨今のサイバーセキュ

であったと考えています。

特集イラスト／STOMACHACHE.

ィ事業について説明します。

ひとつのセキュリティ組 織 と
新しい事 業 ブランド
まずセキュリティ本部をつくり、セキ

設備」について、それぞれ拡充を行ない

ための三つの柱として「人材、システム、

により良いセキュリティ機能を提供する

の立ち上げに際して、お客さま
wizSafe

ランドのもとに展開していきます。

〃

セキュリティ事業 wizSafe 始動
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IIJが立ち上げた、新しいセキュリティブランド「wizSafe（ウィズセーフ）」。
ここではその概要を解説する。

今回の特集では、厳しさを増すサイバーセキュリティの現状を見ながら

セキュリティ対策を統括する組織や人材育成のあり方など

幅広い視点から安全で安心なICT 環境について考えてみたい。

に要する情報を扱い易くするためのシス

テム面では、セキュリティ専門家が分析

を有する人材を育成する仕組みを、シス

に携わるうえで必要な専門性の高い技能

人材面では、今後、セキュリティ 事業

材育成コースを設定し、この人材育成を

能を習得してもらうことを目的とした人

ジニアにより高度なセキュリティ専門技

況となっています。そこで、社内のエン

人材を外部から見つけることが困難な状

セキュリティ事業に適切な技能を有する

る 人材の 不足が 叫ばれるなか、
ＩＩＪの

たことで複雑な分析に多くの時間を要す

ばならなかったり、単純に情報量が増え

するために複数のシステムを扱わなけれ

つのインシデントの大局的な情報を検討

の大規模化・複雑化が進むにつれ、ひと

有していました。しかし、インシデント

析を行なうためのプラットフォームを保

して協調的に動作できるようになります。

元することで、セキュリティ事業全体と

テーションを各種セキュリティ事業に還

で取りまとめます。そして、このレピュ

ＲＬに関するレピュテーションのかたち

連する 情報を 集約し、
ＩＰアドレスやＵ

情報分析基盤は、一義的には攻撃に関

ました。

テムである情報分析基盤を、設備面では、
また、レピュテーション情報をインシデ
りすることで、傾向を 把握し、将来の 対

るケースが出てくるなど、徐々に使い勝
そこで今回、大局的な判断を瞬時に下
応指針に役立てる情報を生み出すことも

中心にセキュリティ事業の量的・質的な

せるように、全ての情報を一手に取り扱
可能です。さらに、お客さま毎のＳＩＥ

より高度な分析をより安全な環境で行な
人材育成コースでは、まずセキュリテ

うことができるシステムとして情報分析
Ｍ（

ント毎に整理したり、時系列で分析した

ィ事業に関わるうえで必要となるスキル
基盤を構築しました。ファイアウォール

手が悪くなっていました。

向上も目的としたオペレーションセンタ

セットを定義し、それぞれについて習得
やＩＰＳ、アンチウイルスやサンドボッ
リティ・オペレーションセンター内で掲

拡充に対応することにしました。

ー設備を、それぞれ構築しました。以下
レベルを設定して、一人ひとりが現在ど
クス、多くの装置から発生するログやア
示される大局情報をまとめたり、個別事

えるようにすると同時に、プレゼンスの

では、これら三つの柱について詳細をご
のような技能を習得済みで、どのような
ラートに加え、メールやＷＥＢのセキュ
報を提示したりする機能も有しています。

ＩＩＪでは、特にセキュリティ分野に

セキュリティ・
オペレーションセンター

案に関する人の判断を補助するための情

）などとの連携や、セキュ
Management

Securit y Information and Event

紹介します。
位置にいるのかを一目でわかるようにし
攻撃対策
リティサービスの情報、 DDoS

セキュリティ 人 材の育成
などを教材とした演習を通し、覚えた知

ています。また、実際のマルウェア検体
サービスの情報などを、ひとつの基盤で

さらに、この情報分析基盤はセキュリ

扱えるようになっています。

らうだけでなく、輪講形式などで学習を

お い て、ＦＩＲＳＴ
識を技能として定着させます。加えて、
（
Forum
of
Incident
技能を持った先輩から一方的に教えても
）など 外
Response and Security Teams
部で教育プログラムや演習を提供するよ

ティ事業のログやアラートだけでなく、
セキュリティ事業に関する情報は、こ

リードする立場を経験することで、他人
容量と処理能力を備えた設計になってい

れまでもオフィスネットワークから分離

うなエンジニアが多数いる一方、社内で

ます。このシステムは、いわゆるビッグ

された環境で慎重に取り扱っていました。

通信に関わる情報を扱うことを想定した

データ分析を行なうプラットフォームと

また、マルウェア解析やデジタルフォレ

に教える練習も一緒に行なっています。

してはもちろんのこと、さまざまな数理

ンジックなど、より危険だったり機密性

は「背中を見せて育てる」といった先輩

ＩＩＪでは従来からセキュリティイン

モデルや機械学習モデルによる判断にも

が高かったりする情報を扱うときには、

が多く、若手に系統だった知見を与える

また今日、東京オリンピックのように
シデントの 全容を 把握したり、反対に、
対応しています。

ませんでした。

情 報 分 析 基盤

サイバー攻撃の対象となり得る大きなイ
個別インシデントの詳細を突きとめる分

ような人材育成にはあまり力を注いでき

ベントを控え、セキュリティを専門とす

は、見学用の部屋も併設してあります。

の増加などから、これらの仕事に当たる

一六年度には、従来は個別に実現してい

これらの人材と設備を駆使して、二〇

セキュリティ 事業の展開

個別に施錠管理できる場を用意してきま

した。
しかし、セキュリティ・オペレーショ

ためには、通常のオフィス環境とはネッ

たＳＩＥＭの構築をサービス化したＣ Ｓ–

ン事業の拡大や、解析作業に対する需要

トワーク的にも物理的にも分離された、

ＯＣサ ー ビ ス、１Ｔｂｐｓ 規 模 の

DDoS

専用の部屋を用意する必要が生じました。

ンサービスの広帯域品目、仮想化により

プロテクショ
DDoS
通常の居室から生体情報とＩＣカードに

ＷＥＢの分離環境を提供するＩＩＪセキ

攻撃にも対応可能な

よる認証を経たうえでないと入室できず、

ュアＷebゲートウェイサービス セキュ

今回新設したオペレーションルームは、

その様子はカメラで常時監視されていま

アブラウジングオプションなどをリリー
今回のセキュリティ事業の強化によっ

す。机椅子などを含む什器は、オペレー
能を発揮できるよう、周りと目線が絡ま

て、より 精度の 高い 状況把握、対応時間

スしました。
ない高さの仕切りを設置する一方、大規

の向上などを実現しましたので、今後は

ションに関わる一人ひとりが集中して技

模インシデント対応のときなどは、少し

さらに複雑な事案にも効果的に対応でき

さらには、インターネット 接続、クラ

顔をあげたり立ちあがったりすれば、周

リティ・オペレーションを行なう場と、

ウド、モバイルといった事業分野におい

る高度なセキュリティ機能をお客さまに

解析作業を行なう場のあいだにもセキュ

ても、セキュリティの 維持機能を、それ

お届けしたいと考えています。

リティの物理的境界を設け、証拠保管用

ぞれの基本的な機能として展開する準備

りの人と協調して対応に当たることがで

の金庫を常設するなど、より安全に情報

を進めています。

きるようになっています。また、セキュ

を扱える設備を配備しています。

だき、納得のうえご利用いただくことも

実際のオペレーションの様子をご覧いた

ご要望は全てお断りしていたのですが、

含まれている状況を目指すという意味も

本機能としてセキュリティ機能が自ずと

追加される 状況だけでなく、
ＩＣＴの 基

ＩＣＴ環境にセキュリティ機能が適切に

「安全をあたりまえに」という言葉には、

必要であるとの判断から、この新しいセ

あるのです。●

さらに、従来はお客さまからの見学の

キュリティ・オペレーションセンターに
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高倉 弘喜氏
IIJ セキュリティ本部長

齋藤 衛

ＮＩ Ｉ Ｓ- Ｏ ＣＳ の役 割
齋藤 ＩＩＪはセキュリティ・オペレー

ション事業を長年行なってきました。そ
してこのたび 、ＳＯＣ、人材 、システム
を拡充し、新しいＳＯＣが昨年度末に開
所しました。
今回は、国立情報学研究所の高倉弘喜
先生にセキュリティに関わる組織や人材
育成のお話をうかがいたいと思います。

まず、国立情報学研究所の概要をご紹介
ください。
高倉 国立情報学研究所（以下、
ＮＩＩ）

は「情報」をめぐるさまざまなことを研
究する組織です。もともとは活字や書籍
化する過程でネットワークの研究を開始

を対象としていましたが、それらを電子
し、その後、各大学にあるスーパーコン
ピュータをつなぐためのネットワークを
構築しました。それが国立大学や研究機
関を結ぶ学術情報ネットワーク「ＳＩＮ
ＥＴ」に 発 展したわけですが、
ＳＩＮＥ
Ｔをクラウドとつなぐ構想が立ち上がっ

た際、問題になったのがセキュリティ対
策でした。当初は、重要なデータが集ま

るクラウドとの接続部分のみを守るとい
うことだったのですが、徐々に守備範囲
が広がり、ネットワーク全般を見るよう
そして現在、セキュリティ対策の強化

になりました。

れらと話ができ、なおかつセキュリティ

附属病院を持つところもありますが、そ

ていないと事が進まない。国立大学には

部や教職員などさまざまな内情に精通し

ただ、大学の場合、対応する部署、学

単にアラートが出たから通知するのでは

の確証を得たうえで大学に通知します。

しながら被害状況を想定して、ある程度

ＯＳのバージョン情報などとも照合
て、

ックして大量通信を確認したものについ

アラートが出たあとのセッションをチェ

が間に合っていない恐れのあるものや、

Ｉ Ｓ–ＯＣＳは、新たな 攻 撃 手 法で 対 応

常態化したものは相手にしません。
ＮＩ

高倉 ＷＥＢ ＵＩが共通なので、我々が

は、大学に伝わっているのですか？

齋藤 どの情報を解こうとしているのか

学長の承諾を得るようにしています。

こは慎重にやっていまして、担当理事や

傍受と受け取られる恐れがあるので、そ

〃民

ん。ＮＩＩの よ う な 組 織が（学 生な ど）

タや 鍵はＤＲＡＭ上でしか 展 開しませ

デー
た鍵でデータを戻します。もちろん、

解く際は、大学がアップロードしてくれ

や 人 材 育 成を 推 進する「ＮＩＩ Ｓ–ＯＣ

もわかっていないと務まりません。よっ

なく、根拠をともなった報告を出すこと

見ている情報は大学も把握しています。

段階です。

て、学生や外部の事業者に任せるわけに

で、大学側に速やかな対応を促すように

のトラフィックを 見るのは 通信の

もいかず、まずはその人材を育成してい
齋藤 各大学にいるＩＴエンジニアにセ

るのです。

確認されているマシンの 挙動と 照合し
齋藤 人材育成で苦労している点はあり

たＰＣが学内に持ち込まれるケースが多

育つでしょうね。

「このマルウェアを踏んだ可能性が
て、

ますか？

キュリティに関する技能を習得してもら

高倉 最低でもトラフィックを見ること

あるから調べてほしい」と伝えます。因

セキュリティ・エンジニアの
育成

ができ、不審な挙動に気がつく人間を各

高倉 ＮＯＣの人はネットワークに関す

よ。一度、東京に来て講習を受けてもら

果関係込みで通知すればアクションも起
全国の国立大学を見ていると、共通し

い、その後は必要に応じてオンラインで

大学に一、二名は置きたい。これを五年

には、データから読み取った情報を咀嚼

て起こっている事象が掴める一方、特定

やり取りしています。我々がアイデアを

る知識があるので、飲み込みは早いです
して、大学の上層部や監督官庁に報告で

の大学・学部・部門の知財を狙ったマル

出せば、彼らは過去のインシデント対応

こしやすいのです。

きる管理者の育成を目指しています。

ウェアが見つかることもあります。

見られないようにしています。

た個人情報は暗号をかけて、原則として

ブ で学んでもらっています。

を見つけてくれるので、〃オン・ザ・ジョ

の経験などをもとに、自分なりのやり方
高倉 オペレーションをやっているのは

ただし、
メールの「 from
」や「 」
toといっ
一〇名程度で、夜間は二名体制です。そ

齋藤 暗号を解くプロセスはどうなって

たボットがゾンビ化してノイズのような

を大学の公開鍵で閉じています。暗号を

高倉 共通鍵で暗号化して、その共通鍵

いるのですか？

ことです。一 番わかりやすいのはマル

して、トレーニング用のデータをつくる

ＮＩＩが学術研究機関であることを活か

今回、もうひとつ取り組んでいるのは、

アラートを発していますが、そのように

一般的なＳＯＣと異なる点は、拡散し

れで約八〇の国立大学を見ています。

らいですか？

齋 藤 ＮＩＩ Ｓ–ＯＣＳの 規 模は ど れ く

以内に達成したいと考えています。さら

い。そういうときは、感染フェーズから

大学では、学外でマルウェアに感染し

しています。

ので、そういう人にセキュリティ・オペ

国立情報学研究所
サイバーセキュリティ研究開発センター センター長
アーキテクチャ科学研究系 教授

うということなら、きちんとした人材が

〃

て い ま す。「ＳＯＣＳ」と は

ふたつのセキュリティ・オペレーション組織の比較などをもとに検討してみたい。

Securit y レーションについて学んでもらっている

の
Operation Collaboration Services

略です。
齋藤 セキュリティ・オペレーション・

センター（
）ではないのですね。
Center
高 倉 大 学と 連 携（ Collaboration
）し
てセキュリティ・オペレーションのサ

）を 提 供す
ポート・サービス（ Service

るという主旨です。

齋藤 各大学のセキュリティ・オペレー

ような状況ですか？

ションに関するアクティビティは、どの
高倉 大学によってまちまちです。そこ

で、
ＣＳＩＲＴのような 組織を 各大学で
運用してもらうためのトレーニングを行

な う 組 織と し てＮＩＩ Ｓ-ＯＣＳが 発 足
しました。
これまでは大学でセキュリティ・オペ
レーションをやろうとしても人材が不足
していたり、センサを購入する資金や使
いこなすノウハウもなかったりするなど
問題が山積していたので、機器の購入や
一 次 監 視はＮＩＩがやることにしまし
Ｉが大学に連絡を入れ、そのあとの解析

ＮＩ
た。そして何か異常を発見したら、

や原因究明は共同で行なうことになって
います。
現状、ＮＯＣ
（ Net work Operations
）に相当する組織はどこの大学に
Center

〃

本対談では、これからの時代に沿ったサイバーセキュリティのあり方について、

Ｓ」の 正 式 運 用 に 向 け た 準 備 を 進 め

円滑なセキュリティ・オペレーションを実践するには、何が必要なのか？

ＮＯＣを 監督できる 人材もいる
もあり、
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セキュリティを支える
組織と人材
特別対談

に行なわれており、実験機器など多くの
組んでほしい。

平成 7 年、京都大学大学院博士後期課程修了。博士（工学）
。奈

平成 2 年、九州大学卒業。平成 4 年、同大学大学院修士課程修了。
良先端科学技術大学院大学助手、京都大学講師・准教授、名古屋

同サイバーセキュリティ研究開発センター センター長。大規模ネッ

大学教授を経て、平成 27 年、国立情報学研究所教授。平成 28 年、

に従事。

写真／渡邉 茂樹

で配布します。セキュリティ研究では、

から公開可能なものを匿名化して、無償

ウェアで、監視で得られたデータのなか
いと、連鎖的なパニックを引き起こす危

きに上層部への報告がきちんとなされな

ニアも不足しているので、何かあったと

グを受けた人が役職者になって、大学の

高倉 一〇年二〇年後、このトレーニン

を目指しているのでしょうか？

齋藤 人材育成の完成形は、どのあたり

かということで準備を進めています。

それなら我々がデータを提供したらどう

効果的ですが、現状なかなかむずかしい。

弊してしまう。今のままでは、セキュリ

インシデントが起こるたびに関係者が疲

られる人材が必要です。そうでないと、

リソースを配分する、つまり戦略を立て

起こり得る事象を想定して、適材適所に

断が求められ、今起きている事象と今後

らいのリソースを割くべきか」という判

さらに、緊急時は「この案件にどのく

険性があります。

マネージメントに関わってほしい。そし
ティを学んだ学生が「セキュリティの仕

当然、鮮度の高いデータを用いたほうが

て、セキュリティがわかる理事や役員と

ますが、個人的には「二万人のセキュリ

して「セキュリティにはこのくらいの予

我 々が 提 供しているセキュリティ・

ティ・エンジニアを育てるより、一〇〇

事は大変だから ……
」と言って、他の分
野に流れて行ってしまう（笑）
。

サービスは、ともすればお客さまに合わ
万人のＩＴエンジニアがセキュリティに

算が必要です」と言えるようなコスト感

「教育」と 言
せることを 優先しがちで、
関するアウェアネスを持つ」ほうが、総

齋藤 セキュリティに携わる人材を育て

うとおこがましいですが、互いに学び・
体的な底上げにつながるのではないか、

なければならないという話はよく出てき

育っていくという考え方は希薄だったの

と考えています。

齋藤 コスト感は大切ですね。

で、今のお話はとても参考になりました。
高倉 そういう人が各分野に散っている

を身に付けてもらいたいです。

高倉 我々もＳＯＣ事業者さんの声をい

のが理想型ですね。

何か対応はされていますか？

齋藤

／ＡＩ時 代のセキュリティ
IoT

ろいろ 聞いて、
「これは（教育を）やら
ないとダメだな」ということで始めまし
たからね。大学としては「今日も安全で

対処を決断できる人材が少ないことが最

そうでない事態が発生したとき、適切な

高倉 大学間や国際的な共同研究が頻繁

す」と言ってもらえるのが理想ですが、

大の課題です。また、話ができるエンジ

高倉 そうです。

デバイスが 増えていますが、
IoT

の時間を捻出できます。

はポート が空いているので、そこを叩

が、そうでないところも多く、たいてい

クはＶＰＮを 組んでいるのが 当 然です

ています。我々からすると、ネットワー

ＡＩが担い、最終的な決断は人間が下す

う。つまり、人間をサポートする役割を

ＡＩが 示してくれるようになるでしょ

す。また、対応のサジェスチョンなども

や被害予測はＡＩの得意とするところで

高倉 大きな攻撃が来たときの状況分析

野に入っていますか？

くないが、相手の情報は知りたい」とい

「自分たちの情報は出した
でいません。

すが、情報のシェアリングはあまり進ん

高倉 複数のセキュリティ団体がありま

ますか？

齋藤 ＳＯＣ間連携などは検討されてい

高倉 政府や行政主導でそれを進めて、

ば、より動きやすくなると思うのですが。

のトラフィックを 止めほしい」
ば「 ××
といったオーダも 付けるようにできれ

うだけでなく、ツリーをつくって、例え

その際、対等な関係で情報交換を行な

せないか考えています。

とで、さらなるアドバンテージが生み出

齋藤 我々は個々のお客さまにＳＯＣ機

ナ 情報をもとにセッションを 抽出する

という使い方が、これからしばらく続く

齋藤 失敗談をシェアすることは重要で

うのが本心かもしれません。

かれてしまう。

トにスキャンがかかっているけど、把握

が、兆候が現れると、大学に「このポー

高 倉 こうしたケースは 年に 数 回です

狙ってくるわけですね。

齋 藤 特 定の 実 装・インタフェースを

るぞ」となります。

「いよいよ撃ってく
ダー照射が始まり、

ときは、もう一度ピン・ポイントのレー

われたりしますが、実際に攻撃してくる

トスキャンがかかると攻撃の前兆だと言

起きたときの 〃仮止め みたいな措置は

取って代わられるし、休日や夜間に何か

やっているような作業は、いずれＡＩに

高 倉 今、
ＳＯＣの 一 番 下 の レ イ ヤ で

ツールにはなってくれるでしょうね。

になるので、人 材 不 足を 補ってくれる

人間が一度やったことは反復できるよう

齋藤 マシン・ラーニングを活用すれば、

者はすでにＡＩを使っています。

者のほうだということです。実際、攻撃

ＡＩが出てきたら、有利になるのは攻撃

ひとつ悩ましいのは、本当にかしこい

高倉 海外のＳＯＣなどと情報のシェア

と連携したりしていますか？

齋藤 ＮＩＩ Ｓ– ＯＣＳは、他のＳＯＣ

可してくれます。

共有するぶんには、たいていの大学は許

ドルが高いのですが、匿名化した情報を

自主的に情報をあげるとなるとまだハー

は伏せますし、事前に承諾もとります。

するようにしています。もちろん大学名

情報を集めて、それを他の大学とシェア

瞬間、口を噤んでしまう ……
。
高倉 我々は、まず各大学が持っている

分のところだけかもしれない」と思った

対する話題では盛り上がるのですが、
「自

すよね。関係者が集まると、共通の敵に

齋藤 おっしゃる通りですね。今日は多

ます。

化していくのが現実的な対応策だと思い

Ｃ間連携を進めながら、ワン・ユニット

人的リソースも限られているので、
ＳＯ

といった喫緊の案件に関しては、時間も

高倉 オリンピックのセキュリティ対策

かしたいですね。

調できると思うので、そうした機会を活

ば、ビジネスの競合関係を乗り越えて協

イベントを成功させるという目標があれ

齋藤 東京オリンピックのような大きな

ています。

米国のＩＳＡＣなどは、すでにそうなっ

仕組みをつくるべきかもしれませんね。

角度の高い情報をもとに、早急に動ける

うか？
デバイスの直付けは
IoT

インシデントが起こると人間はパニッ

ＡＩでもできるようになるでしょう。

〃

していますか？」と連絡を入れます。

クに陥って、一分一秒の判断を迫られた

リングを進めています。

くのイメージを共有でき、大変有意義で

次の段階として各ＳＯＣを連携させるこ

高倉 とにかく

ら、しばしば間違ってしまう。そんな状

齋藤 それは対等な立場で行なっている

した。ありがとうございました。●

また、検索エンジン

能をサービスとして提供していますが、

と、どのポートが狙われているのかわか

と思います。イメージとしては『スター・

ＳＯＣ間連携の可能性

る。例えば、あるデバイスの特定のポー

避けるべきです。アップデートも頻繁で

況でＡＩが暫定的に食い止めておいてく

のですか？

齋藤 そこまでケアしないと、 IoT
デバ

はないし、サポート期間も限られている

れたら、人間が正確な対応を考えるため

イスのセキュリティは守れないのでしょ

ので、できる限り閉じたネットワークを

のスキャ
Shodan

トめがけてスキャンがかけられる。ポー

齋藤 将来的には、
ＡＩの 活用なども 視

高倉 弘喜（たかくら ひろき）

ウォーズ』のＲ２ Ｄ–２ですね（笑）
。

デバイスがネットワークにつながっ
IoT

トワークや制御ネットワークにおけるセキュリティ対策などの研究
齋藤 衛（さいとう まもる）

10
11

80

動が急増し、インターネット上で広く観

の通信が他を引き離して多数を占めてい

する大規模な攻撃が観測されています。

らを遠隔から攻撃者がコントロールする
ます。

撃（分散サービス妨害攻撃）の最近の動

日々変化しています。本稿では
攻
DDoS

個 人や 企 業を 狙ったサイバー 攻 撃は

幅させ、さらに攻撃の発信元を隠蔽する

返ってくることを利用して攻撃規模を増

すると、より大きなサイズのパケットが

偽装したＵＤＰパケットを踏み台に送信

という狙いもあります。

向について概観します。

のシステムに接続を試みて、他からの正
いられ、当時としては最大規模の３００

織

二〇一三年には非営利のスパム対策組

常な接続を妨害することを目的としたサ
Ｇｂｐｓ を超えるトラフィックが発生し、

攻撃とは、インターネット上に
DDoS

イバー攻撃です。攻撃の動機はさまざま
大きな話題となりました。また、こうし

分散した多数の機器から同時に攻撃対象

で、サービス停止による営利機会の損失
たリフレクション攻撃を安価かつ手軽に

に対してこの攻撃手法が用
Spamhaus

や信用の失墜を狙ったり、個人的な怨恨
実 行できる

などと 呼ばれる）が 大
stresser

攻 撃の 代 行サービス
DDoS

による攻撃や、政治的な主張を行なうた
（ booter
や
量に生まれたことも、この攻撃が増加し

めに攻撃することもあります。また、国
家間の摩擦や紛争などがきっかけとなり、

た一因に挙げられます。

いるものの、世界中に分散した多数の機

われやすく、以前から対策は進められて

ＤＮＳやＮＴＰなどのプロトコルが狙

インターネット上で互いに相手国のシス
テムを攻撃し合うといった事例も見られ
ます。
器が対象であることや、一般家庭に設置

など、そもそも利用者が脆弱性に気付い

リフレクション攻撃
こうした攻撃自体は二〇年以上前から
ていないケースも多く、いまだ解決には

されたホームルータに脆弱性があること
観測されていますが、近年は攻撃の規模
至っていません。

にある不適切な設定の機器を踏み台とし

が主流でした。これはインターネット上

ることに加え、ボットネットを発信源と

リフレクション攻撃が多く観測されてい

最近の攻撃傾向としては、相変わらず

ボットネットか らの 攻撃

や回数が増加する傾向にあり、攻撃手法
にも 変化が 見られます。例えば、二、三
年前まではリフレクション攻撃（あるい

た攻撃のひとつで、送信元を攻撃対象に

ません。それには、こうした処理を専用

は「アンプ 攻撃」とも 言う）という 手法

かかりそうです。

に行なうアプライアンスを自サイトに設
置 し た り、ク ラ ウ ド 上 で 提 供 さ れ る

撃トラフィックが観測され、同年九月に

期間中にブラジルで５４０Ｇｂｐｓ の攻

ては、二〇一六年八月、リオ 五輪の 開催

なく、１Ｇｂｐｓ 未満のものが大半を占

る回数の多い攻撃はそこまで大規模では

く勢いですが、その一方で頻繁に発生す

かに年々増加しており、１Ｔｂｐｓ に届

は、最大規模の攻撃トラフィックはたし

攻撃規模について注意しておきたいの

た際は、ユーザにその事態を伝える手段

攻撃を受けてユーザが利用できなくなっ

とは 異なりますが、万が 一、自サイトが

また、攻撃を防ぐという直接的な対応

可能な場合もあります。

しているキャリア網内でそうした対応が

いった対策が考えられ、通信回線を提供

攻撃に関する注意点

は米国の著名なブログに対して６２３Ｇ

めています。そしてこの傾向はそれほど

をあらかじめ考慮しておくことをお勧め

攻 撃 対 策サ ー ビ ス を 利 用す る と
DDoS

ｂｐｓ の攻撃トラフィックが観測されま

変わっていません。ただ、攻撃規模は小

します。これには、別に用意したサイト

でさまざまです。

ネットです。これらの機器には
系
Linux

プロトコルを利用してサービスを効率よ

ＳＮＳアカウントから通知するといった

上でサービスの状況を伝えたり、公式の

機器であるＩＰ
IoT

のＯＳが組み込まれているものが多く、

攻撃トラフィックの規模は著しく増大し

く停止に追い込む、アプリケーション層

今、特に 多いのは

インターネットに接続されるこうした機

ています。

理用に使われており、デフォルトのアカ

ました。感染手法自体はとても簡単なの
では、 DDoS
攻撃を受ける側の対策は
おくことが肝心です。
今や DDoS
攻撃は、いつ・どこで発生
IoT どうすればいいのでしょうか？
DDoS

たと見られる亜種がその後大量に発生し

が作者によって公開され、それを改変し

が、同月末にこのボットのソースコード

ネットが発生させたと考えられています

攻撃を防ぐ目的は、サイト利用者にサー

することが大切です。

の有無という観点からも攻撃傾向を分析

攻撃が発生した場合の自サイトへの影響

撃規模にばかり目を向けるのではなく、

への攻撃が発生しています。よって、攻

してもおかしくない、とても身近な脅威

とり得る対策の選択肢を検討し準備して

れる攻撃と自組織の状況を正確に把握し、

ていたのでは間に合わないので、想定さ

うした対応は攻撃が発生してから検討し

方法が考えられます。いずれにせよ、こ

と呼ばれるボット
mirai

ウント（その多くで脆弱なパスワードが

ボットネットが見つかっており、今後も

ることなく対応できるように、ぜひ事前

になっています。攻撃が発生しても慌て

九月の攻撃は

きるようになっています。そのため、攻

この傾向はしばらく続くと見られていま

ビスを提供し続ける「可用性」を維持す

機 器では
IoT

（２３ ／ｔｃｐ ）や
telnet

設定されている）を利用してログインで

（８ ０ ／ｔｃｐ ）などのポートが 管
http

を持つものが増えています。

撃者にも侵入経路として利用されやすく、

る こ と で す。そ の た め に は、攻 撃 ト ラ
機器を狙った
IoT

同様に、解決までにはまだ相当の時間が

ますが、先ほどのリフレクション攻撃と

て、攻撃のみをブロックしなければなり

フィックと正常なトラフィックを判別し

ます。●

の備えに取り組んでいただきたいと思い

以外にもさまざまな種類の
で、 mirai

格好のターゲットになっています。二〇

機器ベンダも対策を進めてはい
す。 IoT

めに外部からの侵入を容易に許す脆弱性

器の増加にともない、不適切な設定のた

ボットネットによる攻撃事例とし
IoT

カメラ、デジタルビデオレコーダ、ホー

した。他にも同じ時期に１Ｔｂｐｓ を超

といった特定の
https

規模も数千台から数万台を超えるものま

ムルータなどを 感染対象としたボット

える攻撃が観測されたとの報告もあり、

さいものの、 http
や

ムメールの送信などにも利用され、感染

攻撃だけでなく、スパ
ものです。 DDoS

測されています。
ＩＩＪのハニーポット

根岸 征史

ボットネットは、多数の機器を「ボット」

IIJ セキュリティ本部
セキュリティ情報統括室

ポート宛
における最近の観測でも、 telnet

本稿では、その現状と対策に関する注意点をまとめる。

と呼ばれるマルウェアに感染させ、それ

DDoS 攻撃の脅威が続くなか、IoT 機器を狙ったボットネットからの攻撃が増加している。

ポートへのスキャン活
telnet

一四年頃からこうした

とみられる

12
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IoT ボットネットからのDDoS 攻撃

ＩＪ ＳＯＣでは、独自のセキュリティイ

Ｉ
ＩＩＪ ＳＯＣの刷新を実施しました。

ンテリジェンス

）
」と
「ＳＯＣ
（ Security Operation Center

は、セキュリティ機器やネットワーク機
発見が困難とされる脅威にも対応できる

を 活用することで、

器から得られるログを二四時間三六五日、

ようになりました。この独自のセキュリ

で拡大してきました。このように守るべ

レット、スマートフォンなどの端末にま

が、最 近では 社 員が 利 用するＰＣ、タブ

が管理するサーバを対象としていました

ひと昔前のサイバー攻撃は、主に企業

ント情報を、自社で構築した情報分析基

いった各種サービスの膨大なログやイベ

ＩＰＳ、メール、
ＷＥＢと
イアウォール、

ＮＳ情報、お客さまに提供しているファ

保持するバックボーントラフィックやＤ

ＩＳＰとして
ティインテリジェンスは、

＊

特定・通知を行なう組織です。

監視・分析し、脅威となる 事象の 発見・

き範囲が拡大する一方、攻撃手法も高度
盤へ 集約し、ビッグデータ 解析して、生
ＩＩＪ ＳＯＣの設備は、攻撃検知・通

化・複雑化しており、従来のセキュリティ
ＳＯＣ
なっています。こうした要因から、
知・対処を行なう「オペレーションルー

成しています。

の重要性がますます高まっているのです。
ム」と、未知のマルウェア解析やフォレ
など、セキュリティリ

スクの高い情報を扱う「セキュリティラ

ンジック 調査

あり、自組織でＳＯＣを構築・維持する

ら全てを整えるには大変な労力が必要で

ウを持った人材確保が不可欠です。これ

多額の設備投資に加え、スキルとノウハ

業のノウハウをベースとしながら、膨大

数年にわたり培ってきたセキュリティ事

ウォールサービスを開始して以来、二〇

一九九四年に 日本で 初めてのファイア

し対処するための業務を安定的に行なえ
るよう随所に工夫を施しました。
例 え ば、
ＩＩＪ ＳＯＣに は、従 来 のＳ
ＯＣのような（地球防衛軍の作戦司令室

ことはできますが）普段は使わないケー

ニタは（見学に来たお客さまの目を引く

型モニタは設置していません。大きなモ

をイメージさせる）一〇〇インチ超の大

攻撃がすり抜けるリスクを最小化してい

確にパターン化して対処を施すことで、

ＩＩＪでは 攻撃手法を 適
ともあります。

般的な防御だけではすり抜けてしまうこ

読化されているものも複数あるため、一

す。フォレンジック調査では、実際に感

客さまへの対策実施などに活用していま

もとに、検知・防御の 手法を 検討し、お

を行なっており、そこで得られた結果を

動的解析と静的解析を組み合わせた分析

を拡充すると同時に、情報分析基盤上で

する脅威に対抗するために、設備や基盤

ＩＩＪでは、ますます 高度化・複雑化

今後の展望

スが多いので、オペレーション業務に必

トが望ましいと考えました。

ＩＩＪ ＳＯＣの取り組み

ク調査も行なっています。

取得したマルウェア解析やフォレンジッ

視やインシデント対処以外にも、独自に

またＩＩＪ ＳＯＣでは、先に述べた監

キュリティが施された専用スペースであ

スクの高い作業は、より高いレベルのセ

り扱いやお客さまの大切な情報を含むリ

なっています。こうしたマルウェアの取

染の原因究明や事後対策の提言などを行

をお 預かりし、調査・解析を 行ない、感

客さまに安全なインターネット環境を提

ビスと連携させることで、より多くのお

やノウハウをＩＩＪが展開する他のサー

インテリジェンスとＩＩＪ ＳＯＣの経験

です。今後は、蓄積されたセキュリティ

ジェンスの活用をさらに進めていく予定

＊

やＷＥＢクローラ

＊

マルウェア 解析では、
ＩＩＪが 運用す
るハニーポット

の証拠保全および調査・分析。

さまざまな情報分析において重要な役

を講じる際に有益な情報。

供していきたいと考えています。●

＊3 インターネットからの不正侵入の実態を把握するために、わざと侵入しやすい

るセキュリティラボで行なっています。

4

による巡回で発見したマルウェアに対し、

＊2 情報漏えいや不正アクセスなどが起きた際に、機器本体に記録されたデータ

割を果たしているのが、先に挙げた情報

集・分析することで得られる、セキュリティ上の脅威を未然に防ぐための対策

分析基盤です。豊富な知識とノウハウを

＊1 さまざまなシステムやデバイスから生まれる大量のデータをリアルタイムに収

備えたセキュリティエンジニアが情報分
析基盤を活用して、ファイアウォールな

よう設定されたサーバやネットワーク機器。

どのセキュリティ機器単体では発見する
ことが困難なインシデントを早期に発見
し、脅威への速やかな対応を実現してい
ます。さらに、独自に収集した脆弱性情
報を参照しながら、お客さまへの統計情
報の提供やセキュリティ対策の提案など

も行なっています。
二〇一七年に入り「 Apache Struts」
2の

脆弱性を悪用した攻撃が多発しています

が、
ＩＩＪでは 情報分析基盤を 活用した
独自のログ解析を行ない、攻撃手法をパ

セキュリティラボ

重要な情報を適切に把握できるレイアウ

得られる 独自のセキュリティインテリ

ＩＩＪではこのような状況を踏まえ、

刷新したＩＩＪ ＳＯＣ

な情報から迅速かつ正確にリスクを検知

ＩＩＪ ＳＯＣの再設計にあたっては、

。
ボ」から構成されています（ 写真参照）

＊

です。運用・監視を行なう設備構築の他
ログや、目まぐるしく変化し続ける脅威

に、日々の運用・監視業務で蓄積される

しかし、
ＳＯＣ構築は 想像以上に 困難

機器による 対策だけでは 防御しづらく

1

のは非常にむずかしいと言えます。

情報の収集・分析を継続的に行なうには、

2

染してしまったお客さまのハードウェア

野間 祐介

ます。

IIJ セキュリティ本部 セキュリティビジネス推進部
セキュリティオペレーションセンター長

要でないものは極力排除して、担当者が

ここではその全貌を紹介する。

ターン化したうえで、インシデントへの

オペレーションルーム

3

14
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IIJは、セキュリティ事業の中枢を担う「IIJ SOC」を刷新した。

対処を実施しました。攻撃のなかには難

＊4 インターネット上の WEB サイトの情報を取得する自動巡回プログラム。

IIJ SOC リポート

今年四月、シリアが化学兵器「サリン」を使用したと
判断したアメリカは、シリアの空軍施設に大規模なミ

サイル攻撃を行ないました。これは一九九三年に締結
された多国間協定「化学兵器禁止条約」に違反したこ

かもしれません。

ＡＩの進化

核兵器の使用や保有など、条約に盛り込むべき具体的

本部に一一五ヵ国の非核保有国や市民団体が集まり、

交渉も進んでいます。今年三月、ニューヨークの国連

化学兵器と同様に「核兵器禁止条約」制定に向けた

ＡＩの技術を兵器に応用すべく研究を進めているよう

ア、中国といった軍事大国は、他の先端技術と同様に、

駕する事例も出始めています。しかし、アメリカ、ロシ

など、特定の分野では人間の能力に近づき、あるいは凌

やトヨタなどが自動運転車の実現を目指して応用する

技術は、将棋や囲碁のプロ棋士に勝利したり、グーグル

本連載でも時々取り上げている人工知能（ＡＩ）の

な禁止事項について協議したそうです。この結果をま

とに対する制裁措置ということでした。

とめたうえで六月に再び協議を再開し、七月七日まで
例えば、
ＡＩは自動車の自動運転だけではなく、戦闘

です。

四月にシリア空爆が行なわれたとき、アメリカのト
機の自動操縦への転用が進められています。昨年、
ＡＬ

に条約案を完成させる予定だそうです。
ランプ大統領は中国の習近平国家主席と、北朝鮮の核
発した戦闘機操縦ＡＩが、元空軍のベテランパイロッ

し か も、
ＡＩを 作 動 さ せ て い た ハ ー ド ウ ェ ア は、

〃

トとシミュレータを使った模擬空戦を行なった結果、
Ａ

ＰＨＡという米シンシナティ大学と米空軍が共同で開

「中国が解決しなければ、我々がやる」と、単独での制
ＬＰＨＡが 圧勝し、ベテランパイロットは 何度もＡＬ

実験・ミサイル発射問題への対応について協議中だっ

裁行動も辞さない強硬姿勢を示したそうです。しかし
ＰＨＡに 〃撃墜 されたそうです。

たと言われています。会談の席上、トランプ大統領は

今のところ、北朝鮮対応がうまくいっているようには
見えず、五月になっても弾道ミサイル発射実験が繰り

ようなパソコンだったということにも驚かされます。

Raspberry と
Pi いうわずか数千円で誰でも購入できる

国も核兵器を開発し、核保有国と対等な力を持たなけ

もちろん、あくまでもシミュレータでの結果に過ぎな

返されています。北朝鮮の最高指導者・金正恩は、自

れば国家の自立と安定は望めない、と考えているので

カーツワイル氏が二〇〇五年に出版された著書で用い

いう言葉は、グーグルでＡＩ開発の総指揮を執るレイ・

「技術的特異点」と訳される「シンギュラリティ」と

うした現状を見ると、
ＡＩ兵器の開発で先行しているア

どすでに核を保有している国は参加していません。そ

した「核兵器禁止条約」に向けた協議には、アメリカな

を進めることで合意しました。他方、本稿冒頭で紹介

使用禁止制限条約」の締約国一二三ヵ国は、人間が介在
しない完全自律型兵器の禁止に向けた公式な取り組み

〃

ＡＩの進 化と
人 間の未 来
イノベーションインスティテュート
取締役

浅羽 登志也
ん。しかし、そうなるのも時間の問題だとすれば、いず

撃墜できる性能を持っているのかどうかはわかりませ

いので、本当にＡＩ戦闘機が人間の操縦する戦闘機を

用したり、原子力であれば効率のいいエネルギー源と

れ人間は機械との戦争に勝てなくなってしまうことに

化学であれば難病を治療するための医薬品開発に活

しょうか。

して活用するなど、先端科学技術は人類の生活をより
なります。

たもので、
ＡＩが進化して人間の知力を超えることを指

っています。二〇一六年一二月、国連の「特定通常兵器

実際、
ＡＩ兵器の開発を禁止しようという動きも起こ

なくなると考えると、かなり不安になってきます。

くらいなら大したことではないのですが、戦争で勝て

プロ棋士ではない私にとって、将棋や囲碁で負ける

豊かにするために積極的に活用すべきだと考えたいも
兵器はその威力が大きくなればなるほど、いったん

のです。
手にしてしまうと、簡単には手放せなくなるものなの

〃
ちゃんとしたＡＩ が
開発されたら ……

しています。同氏は当初、シンギュラリティは二〇四

核兵器に関しては、核の抑止力があるから世界の平

メリカなどの軍事大国は、
ＡＩ兵器の開発を放棄しない

和が維持されており、安易な核廃絶は世界平和を乱す、

五年ごろ訪れると言っていました。しかし最近では、

シンギュラリティは二〇二九年に早まると言っていま

という考え方があります。それが真実か詭弁かはとも

のではないでしょうか。

だまだ時間があるように感じましたが、二〇二九年と

す。二〇四五年であれば、今から二八年もあるので、ま

かく、現状としては、アメリカ、ロシア、中国などの軍

二〇〇五年当時と比べて技術の進化が加速したため、

ＡＩの進化はとどまるところを知らず、

なると、猶予が一気に半分以下の一二年になってしま

世界情勢が混迷の度を深めるなか、
今や人間の能力を超えるような

起こる出来事になり、もうあまり時間が残されていな

います。こうなるとシンギュラリティがかなり身近に

ち早く完成させることで、主導権を握ろうと争ってい

事大国が、次の支配的な兵力となり得るＡＩ兵器をい

成果を出し始めている。
今回は、
ＡＩが人間社会に

ることはたしかなようです。

類を攻撃し始め、滅ぼしてしまうのではないか、という

間の知能を超えて進化したＡＩが、ある日、自律的に人

てＡＩに委ねてしまってはどうかと考えています。〃ち

器のコントロールを含めたクリティカルな判断は、全

が人間よりも高い知力を持つようになった時点で、兵

るでしょう。過 去の 教 訓を 生かすことができるのな

した時点で、誰かが必ず他者を攻撃するために利用す

れません。昨今のＡＩの進展ぶりを見ていると、ふと

が起こったら、そのときこそ人類が滅びるときかもし

った判断で不完全なＡＩ兵器を作動させるようなこと

むしろ、そうなるまでの期間が危険です。人間が誤

に違いありません。

らの判断に従って生きる方がきっと安全で幸せになる

条約を破るようなことはしないはずですし、人類は彼

〃

話になります。しかし私はあまりその心配はしていま

超えた存在になるわけですから、せっかく結んだ平和

ゃんとしたＡＩ が開発されたら、それは人類の知性を

私見になりますが、シンギュラリティが起こり、
ＡＩ

いように感じられます。

せん。
ＡＩにとってわざわざ人類を滅ぼすメリットがな

ところで、シンギュラリティの議論になると必ず、人

どのような影響を及ぼすのか、
考えてみたい。

い限りは、
ＡＩが自発的に人類を攻撃し始めるようなこ
とは起こらないだろうと思うからです。
私が心配なのはむしろ人間のほうです。化学兵器も
核兵器も、これまで人間の判断によって実際に使われ

ら、
ＡＩ技術を兵器として活用すること自体を阻止した

そんなＳＦっぽい妄想も浮かんでしまいます。●

てきましたから、
ＡＩ兵器も開発が進み実用化段階に達

いところです。
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イラスト／末房志野
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I
I
J

インターネット
HTML,Flash,PDF,
Oﬃceファイルなど

IIJ セキュア Web ゲートウェイサービス

セキュアブラウジングオプション

ローカルブラウザに
代わりアクセス

IIJ セキュリティ本部 セキュリティビジネス開発部

一條 敦

サービス設備
分離（アイソレーション）環境

業務上欠かすことのできない WEB を安全に閲覧するには、
どのような対策が必要か？
このたび IIJ は、WEB コンテンツの実行環境を分離する技術に着目した
新たなサービスをリリースした。

描画情報を送信

ローカルブラウザ

お客さま
ネットワーク

セキュアブラウジングオプション概要

昨今、特定の企業や組織を狙ったサイバー攻撃が多発してい
ます。いわゆる「標的型攻撃」と言われるもので、ファイア
ウォールや IDS ／IPS、アンチウイルスなど、既存のセキュリティ
対策をすり抜けて、マルウェアに感染させる攻撃です。

有効な対策は？

手口としては、巧妙に細工したメールの添付ファイルを開かせ

そうしたなか、現時点で有効な対策と考えられているのが

たり、本文に貼り付けた URL をクリックさせてマルウェアに感
染させ、PC やサーバなどにある情報を盗み取るといった手法が

WEB の分離です。WEB の分離とは、WEB サイトを閲覧する
際に、コンテンツを読み込む環境を、利用している手元の PC

一般的です。現在もこのメールによる攻撃が多いのですが、

（ローカル PC）から切り離して用意し、万が一、マルウェアが仕

WEB サイトを利用した攻撃も増加しています。企業や組織の
従業員がよく閲覧する WEB サイトを改ざんして、マルウェアに

込まれた WEB サイトを閲覧した場合でも、ローカル PC がマル

コンテンツを構成する JavaScript などのスクリプトを実行し、

キュア Web ゲートウェイサービスをご利用いただいているお客

その結果である文字や画像などのレンダリング（描画）情報を

さまなら、このオプションをお申し込みいただくだけで、高いセ

ローカル PC で読み込んで表示します。この方法は、高いセ

キュリティと利便性の共存を実現できます。

キュリティを保持しながら、普段使っているブラウザをそのまま

セキュアブラウジングオプションは、米国 Menlo Security の

使用でき、ファイルもダウンロード可能ですので、利便性を損な

協力により提供され、同社の特許技術である ACR（Adaptive

うこともありません。

Clientless Rendering）を利用して、ユーザの WEB サイトへの
アクセス時に分離環境で全てのアクティブコンテンツ（JavaScript

セキュアブラウジングオプションとは？

感染させたり、気づかないあいだに悪意のあるソフトウェアをダ

は、ブラウザの仮想化技術や WEB コンテンツの実行環境を分

IIJ では、後者の WEB コンテンツの実行環境を分離する技術
「IIJ セキュア Web ゲートウェイサービス」
に着目し、今年 1 月、

ウンロードさせる「ドライブバイダウンロード」や、
「マルバタイ

離する技術を利用して、WEB の分離を行ないます。

において「セキュアブラウジングオプション」をリリースしまし

ジング」と言われるオンラインの広告のバナーをクリックさせて、
マルウェアに感染させるといった手法があります。

ウェアに感染するのを防ぐという方法です。主要な方法として

ブラウザの仮想化技術を利用する際は、ブラウザをふたつ用

た。こちらを利用すれば、IIJ が提供する基盤上に用意された

意し、ローカル PC 上にインストールしているブラウザを社内イ

分離環境で WEB コンテンツの実行処理が行なわれ、レンダリ
ング情報の文字や画像がローカル PC に転送されます。

や Flash など）を実行・分離し、ACR を使ってレンダリング（描
画）情報のみをクライアントのブラウザに表示します。

今後の展望
IIJ セキュア Web ゲートウェイサービスは、約 116 万アカウン
トのお客さまにご利用いただいており、豊富な実績があります。

メールを利用した攻撃に対する対策としては、不要な添付

ントラネット用として利用して、インターネット上の WEB サイト

ファイルは開かない、クリックしないなどの注意が喚起されてお

閲覧用に仮想化したブラウザ（仮想ブラウザ）を新たに用意し

前述した通り、他の WEB の分離を行なう技術と違って、基

ンドボックスなどに加え、今回追加したセキュアブラウジングを

り、対策も徐々に進んでいますが、明らかに怪しいサイトを除い

ます。この方法なら、インターネット上の悪意のあるサイトやマ

本的にはローカル PC でのブラウザをそのまま使用できますの

提供しており、WEB セキュリティ対策に必要とされる技術を網

て、普段閲覧している WEB サイトを媒介としてマルウェアが配

ルウェアに感染した WEB サイトを閲覧したとしても、仮想ブラ

で、面倒なエージェントのインストールなども不要です。ファイ

羅し、高いセキュリティ対策と WEB サイトの閲覧・利用状況の

布されるようなケースでは、対策もなかなかむずかしいようです。

ウザで WEB サイトの閲覧が行なわれ、画面だけがローカル PC

ルに関しても、HTML5 で変換表示を行なうので、安全な状態

把握が可能です。また、昨今増加している、抜け道として利用

例えば、サンドボックスはそういった攻撃に有効ですが、サンド

に転送されるため、マルウェア感染のリスクを排除できます。

で確認でき、確認後もオリジナルファイルもしくはスクリプトが

されやすい暗号化された WEB サイトとの HTTPS 通信にも対

ボックスを回避するマルウェアも確認されており、そのようなマ

ただし、エージェントをインストールする必要があったり、ふた

除去された状態で PDF としてダウンロードが可能です。

応しています。

ルウェアに対する有効な対策は見出されていません。また、マ

つのブラウザを使い分け、インターネットからファイルをダウン

このサービスは、IIJ セキュア Web ゲートウェイのオプション

セキュアブラウジングオプションは、金融業界を中心に多く

ルウェアが利用する脆弱性はブラウザのプラグインに潜んでい

ロードするには別の仕組みを用意するなど、使い勝手の面で慣

として提供されるため、大規模な設備構築や多額の初期費用が

の引き合いをいただいており、実際にご利用いただいているお

るケースが多く、脆弱性を修正した最新版を利用する対策を徹

れる必要があります。

発生せず、クラウドサービスとして費用の平準化が可能です。

客さまもいらっしゃいます。今後は、より多くの方にご活用いた

一方、WEB コンテンツの実行環境を分離する技術では、ブラ

他の WEB の 分 離を行なう製 品・ソリューションのように

だけるようアピールを続けながら、より進化した WEB のセキュ

ウザから WEB サイトを閲覧する際、分離された環境で WEB

Windows のライセンス費用なども発生しません。現在、IIJ セ

リティサービスを提供していきたいと考えています。●

底したとしても、未知の脆弱性を突いた攻撃を受けたり、業務
上どうしても必要なため、プラグインを利用せざるを得ないなど、
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抜本的な対策がとりにくいと言えます。

WEB セキュリティに必要なフィルタリング、アンチウイルス、サ

18

Internet
IIJ バックボーン

セキュアな入退場管理システムにIIJサービスを活用
伊勢志摩サミットの成功に貢献
先進的な IT ソリューションでお客さまの課題解決に貢献する電通国際情報サービス（以下、ISID）
。
同社は伊勢志摩サミットの入退場管理システムを支えるインフラ、ネットワークに IIJ サービスを採用した。
「IIJ GIO コンポーネントサービス 仮想化プラットフォーム VW シリーズ（以下、IIJ GIO VW シリーズ）
」
、
「IIJ Omnibus サービス」などを活用することで、3.5 ヵ月という短期間でシステムを構築。
厳しいセキュリティ要件をクリアし、安全な入退場を実現することでサミットの成功に大きな役割を果たした。

IIJ DDoS

プロテクションサービス

IIJ GIOコンテンツ
アクセラレーションサービス

東日本リージョン

IIJ GIOコンポーネントサービス
WAFスタンダード

入退場管理情報

株式会社電通国際情報サービス
コミュニケーションIT 事業部
ソーシャルテクノロジー開発部
プロジェクトディレクター

株式会社電通国際情報サービス
コミュニケーションIT 事業部
ITソリューション部
プロジェクトマネージャー

株式会社電通国際情報サービス
コミュニケーションIT 事業部
公共ビジネス部
プロジェクトディレクター

株式会社電通国際情報サービス
コミュニケーションIT 事業部
公共ビジネス部
プロジェクトマネージャー

松島 宏明 氏

古城 晃 氏

VMware vSphere
IIJ GIO VWシリーズ

IIJ GIO プライベートバックボーンサービス

Cloud
SDN/NFV
WAN

［導入前の課題］
万全のセキュリティを施し、短期間でシステムを構築

［選定の決め手］
多様なニーズを網羅するサービスの総合力を評価

広告代理店最大手である電通のグループ会社としての強みを

この課題解決のパートナーに選定されたのが IIJ である。決

活かし、多様なお客さまに最適な IT ソリューションを提供する

め手になったのが総合力だ。
「インフラやセキュリティ関連の豊

ISID。同社は、ビジネス課題の解決だけでなく、大規模なイベ

富なサービスがあり、必要なサービスを短期間で調達できま

ントやキャンペーンの運営などもサポートする。その一環として

す」と古城晃氏は語る。

取り組んだのが、2016 年 5 月に三重県で開催された伊勢志摩

フレッツ IPv6網

榎本 高広 氏

株式会社電通国際情報サービス
本社：東京都港区港南 2-17-1
設立：1975 年12 月11日
URL：http://www.isid.co.jp/

伊勢志摩サミット会場、他
サービスアダプタ

岸田 正輝 氏

セキュリティゲート

これまでの実績も大きな選定ポイントになった。DMAP の基
は事故やトラブルもなく成功裡に終幕した。

盤のひとつには IIJ GIO VW シリーズを採用している。その信頼

まな機能を利用できる。
「すぐに WAN を構築できるうえに、サー

求められたのは、関係者が事前登録を行なう WEB サイトの

性を評価し、今回の入退場管理システムのサービス基盤にも IIJ

ビスアダプタにはコンフィグなどの情報が残らない。今回のよ

「自社で開発したアプリケーションとカード発行システムや

構築と、会場の入退場管理。正規の ID パスを持つ人だけがセ

「すでに実績のある
GIO VW シリーズを採用することに決めた。

うに期間限定で利用したい場合には最適なサービスです」と同

ゲートとの連携の検証を含め、システム全体を 3.5 ヵ月で構築

キュリティゲートを通れるようにするシステムだ。

環境にセキュリティオプション、ネットワークオプションを追加

社の岸田正輝氏は述べる。

できました。IIJ のサービス活用の効果は大きかったです」と松

サミットにおける入退場管理システムの構築だ。

しかし、その構築は容易ではない。
「受注が決まってから会議

することにより、課題をクリアできると考えました」と古城氏は

さらに WAN のアクセス回線は有線のフレッツ IPv6 網を主回

島氏は満足感を示す。

までは 2 ヵ月ほどしかなかったのです」と同社の松島宏明氏は

IIJ GIO VW シリーズ上の入退場管理システムは IIJ のインター

振り返る。同社は WEB プロモーションに関わる一連の機能を

ネット接続サービスを介して、インターネットにつながる仕組み

トの検証作業の際には、有線回線の敷設が間に合わなかった

IIJ のサポート対応も短期構築に大きく貢献した。プロジェク
トの立ち上げにともない、IIJ は専門のサポートチームを発足さ
せ、対応にあたった。
「現 地から急なテスト依 頼があり、IIJ
サービスの設定を変更しなければならないときも、
サ
Omnibus

の開催までの期間は約 4.5 ヵ月でした。受付サイトの立ち上げ

述べる。

線にするとともに、バックアップとして無線の IIJ モバイルサービ
スで冗長化を図った。そして、急きょ発生したセキュリティゲー

」
、
提供する ASP サービス「DMAP（Digital Marketing Platform）

だ。さらに IIJ DDoS プロテクションサービス、IIJ GIO コンポー

が、モバイルを活用することで動作検証をスムーズに行なうこと

クラウド型の開発運用基盤「iPLAss」を保有する。このふた

ネントサービス WAF スタンダード、IIJ GIO コンテンツアクセラ

ができた。
「モバイル回線を利用することで、どこでも WAN 拠

ポートチームのおかげで現地の要請に迅速に対応できました」

つを組み合わせれば、システムのアプリケーション部分は短期

レーションサービスを活用し、セキュリティレベルを高めた。ま

点を開設できるため、現地に行かず東京のオフィスから検証環

と岸田氏は話す。

間で構築できるが、サービスの提供基盤やネットワークの整備

た、入退場管理システムと会場のセキュリティゲートをつなぐ

境に接続できました。モバイルを活用できた点は、開発の効率

には時間がかかってしまう。

WAN 回線には IIJ GIO プライベートバックボーンサービスと IIJ

化という面でもメリットが大きい」と古城氏は評価する。

セキュリティの確保も重要な要件だ。
「入退場を認証するため、

短期間で構築。特に IIJ Omnibus サービスに対する評価は高

まからは DDoS 攻撃をはじめとするサイバー攻撃に対し、万全

い。

の備えが求められていました」
（松島氏）
。さらに、
「攻撃に備え
るだけでなく、万が一、システムに問題が起きても運営に支障

IIJ Omnibus サービスはネットワークに必要な機能を、クラウ
ドを介して提供するサービス。ルータ、VPN などのネットワー

が出ない仕組みが求められていました」と同社の榎本高広氏も

ク機器やファイアウォールなどの専用機器を所有することなく、

語る。

今後のイベントサポート事業に活かせます」と古城氏は期待を

Omnibus サービスを組み合わせ、クローズドなネットワークを

システムでは登録者に関連する機密情報を管理します。お客さ

各拠点に配布されるサービスアダプタに接続するだけでさまざ

同社にとってもメリットが大きい。
「高度なセキュリティ要件の
入退場管理システムを短期間で構築し、無事稼働できた実績は、

［導入後の効果］
3.5 ヵ月で構築を完了。
実績を糧に提案の幅を広げる

寄せる。

IIJ サービスを活用し、伊勢志摩サミットの成功に貢献した
「これからも IIJ のサービスを適材適所で活用し、お客さ
ISID。
まの多様なニーズに応えていきたい」と話す松島氏。革新を続

IIJ のサービスを活用することで、同社は計画どおりに入退場
管理システムをカットオーバーした。そして、伊勢志摩サミット

ける IT の可能性を追求し、お客さまの課題解決と新たな価値
創出を目指す ISID を IIJ は強力に支援していく。●

・本記事は 2016 年 11 月に取材した内容をもとに構成しています。記事内のデータや組織名、役職などは取材時のものです。
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イスラム 教 の「ラマダン（ 断

が六月末の給与と一緒にボーナス

います。つまり 、多くのムスリム

グローバル・トレンド

食 ）」という 言 葉をご存じの方も

を 確 実にもらえることになりま

延廣 得雄

とはいえ、ジャカルタの転 職 市

場はそんなに甘くないので、早々

に 転 職 先 を 見つけたいがために、

自 分の 経 歴 を 拡 大 解 釈して 宣

伝する人も多くいます。 技 術 者

や 専 門 職の場 合は、応 募の過 程

である程 度の課 題を 与えること

で一〇 〇の応 募を 数パーセントに

絞ることができるのですが、営 業

レバラン休暇 明けの転職と
人事 の 力 量

多いでしょう。ひと 月ほど 続く

すから、数 週 間のレバラン休 暇を

コンピュータと
日本語表示

PT. IIJ Global Solutions Indonesia
President Director

この禁 欲 生 活のあとには「レバラ

ン（ 断 食 月 明 け 大 祭 ）」があ り 、 挟んで、新しい会 社へ転 職しよう

ります（ 有 給 休 暇を消 化しなく

とする人が多くなる時 期でもあ

ていいというメリット も 生じま

日 本でいうと、盆 と 正 月 とＧＷ

す。ここインドネシアでは、公 式

す）。

を 合わせたような 休 暇になりま

に二日 間の祝 日が設 定されてい

標 準 的な雇 用 契 約ですと、退
職となるとその判 断もむずかし

ますが、政 府の 指 導により 、前

職する場合は一ヵ月前に会社へ通

くなります。

後 含めて 最 低でも一週 間 、最 大

よって、この時 期の採 用は人 事

ここで 成 果が 出せる（ ＝ 良い人

知する 義 務があるので、六 月 末

五月 末には会 社に通 知しなけれ

材を採 用できる）優 秀な人 事を

で三週 間 程 度の休 暇をとるケー

特にジャカルタは 地 方 出 身 者

ばなりません。 従って 転 職 活 動

育てられれば、事 業の成 長に必

付けで退 職しようとした場 合は、 担 当 者の力 量がもっとも 試され、

が多く、日 本と 違って 交 通 事 情

は最 低でも 四 月 頃には始めてい

要 なピースを 獲 得できることに

なります。インドネシアで 持 続

的な 成 長を 目 指すなら、この点

はトッププライオリティにすべき

施 策だと考えています。●

スもあります。

も 不 便なため、飛 行 機の運 賃な

と、自 分の 希 望にそぐわない待

ます。 企 業にもより ますが、昇

（ 宗 教 手 当 ）とい
企 業 はＴＨＲ

遇が分かった瞬 間に転 職 活 動を

どはこの 時 期 高 騰し、多くの 人

う一 種のボーナスを社員に支給し

開 始するということになります。

が 出 費 を 強いら れ るので す が、 給や 昇 進の時 期がこの辺りです

ます。これは法 律で 決められて

インターネット・トリビア

発行／株式会社インターネットイニシアティブ 広報部
お問い合わせ／株式会社インターネットイニシアティブ
広報部内「IIJ.news 」編集室
〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-10-2
飯田橋グラン・ブルーム
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個人向けモバイルサービス「IIJmio」
Amazon ギフト券プレゼントキャンペーン
IIJmio の WEB サイトで音声通話機能付き SIM と同時に IIJmio サプライ
サービスの対象端末をお申し込みいただいたお客さま、
および IIJmio モバイル
プラスサービス
（エコプラン）
で対象端末をお申し込みいただいたお客さまに、

Amazon ギフト券をプレゼントいたします。
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堂前 清隆
「日本語の文
スマートフォンのアプリや WEB を見ていて、
章なのに、文字の形に違和感を感じた」経験はないでしょう

か？ 今回は、そんな話にも通じる「コンピュータと日本語」
について紹介したいと思います。

編集後記
今年に入って熱帯魚のグッピーを飼いはじめました。先日、メス
の 1 匹が出産し、8 匹の赤ちゃんグッピーが仲間入りしました。
たペットボトルを水槽に入れて避難させています。この赤ちゃん
グッピー、成長がとてもはやく、毎日少しずつ大きくなっているの
が見てわかり、最近はその変化を観察するのが日課となってい
ます。私もペットボトルのなかの赤ちゃんグッピーのように成長
（M）
していきたい！ と思う今日この頃です。

切り替える必要があり、複数の言語を混在させて使用するの

は困難でした。
この不便を解消するため、多様な言語を統一的に扱うこと
を目的とした新しい規格がつくられました。それが「Unicode

日本語には、ひらがな・カタカナ・漢字など多くの文字が

（ユニコード）
」です。Unicode では言語毎に文字集合を定

あります。特に漢字には、文字の一部が微妙に違う「異体

義するのではなく、世界中の言語で使われる文字を集めた文

字」もあり、日常的に使われている漢字だけでもかなりの数に

字集合を定義しています。また、多くの文字を取り扱うために

のぼります。コンピュータで日本語を扱うためには、まず、扱

「UTF-8」などいくつか の 符 号 化 方 式 を 定 義 しました。

うべき文字の種類を定める必要があります。これを「文字集

Unicode 文字集合と符号化方式により、処理を切り替えること

合」と言い、日本では JIS（日本工業規格）により「JIS 第 1

なく、複数の言語を混在させることが可能になったのです。

水準」
「JIS 第 2 水準」などの文字集合 が定義されています。

しかし、その一方で新たな問題も発生しました。文字数が

また、文字をコンピュータで取り扱うためには「文字コード」

多い中国語・日本語・韓国語は、Unicode 文字集合を定義

という番号を使います。文字コードの割り当て方を「符号化

する際、字体の似た文字に同じ文字コードを割り当てるという

「EUC-JP」
「ISO-2022-JP」などい
方式」といい「Shift_JIS」

判断がなされたのです。文字コードが同じである以上、表示

くつか種類がありますが、いずれも JIS の文字集合を基本にし

されるグリフも同一になります。しかし、これらの文字はもとも

ており、含まれる文字に違いはありません。

と異なる文字ですので、書体によってはかなり見た目が違いま

コンピュータに記録された文字を画面やプリンタで表示す

す。結局、Unicode を使っていても、それを表示する際には

るために必要なのがフォントです。日本語には「明朝体」や

中国語用・日本語用・韓国語用と、それぞれのフォントを使

「POP 体」と呼ばれる「書体（タイプフェイス）
」があり、一

って表示しなければ、期待する文字として表示されないという

定の様式に沿ってデザインされた文字を集めたものがフォント

事態になってしまいました。

」と
です。フォントに含まれる個々の文字を「字体（グリフ）

冒頭で紹介した「違和感のある文字」は、まさにこれによっ

いい、日本語の場合 JIS の定義をもとにひとつのフォントあた

て引き起こされた現象です。Unicode で保存された日本語の

り数千のグリフが収録されています。

文章を表示する際に、何らかの原因で中国語や韓国語用のフ

コンピュータの文字表示は、フォントのなかから文字コード

大人と一緒にしておくと食べられてしまうので、小さな穴を空け

（月）
まで
キャンペーン期間 2017年7月31日

IIJ MVNO事業部

事業統括室 シニアエンジニア

によって指定されたグリフを取り出し、順番に画面に表示する
ことによって実現しています。
ここまでは日本語を前提として文字集合や符号化方式につ

ォントが適用された結果、日本語風ではない字形で表示されて
しまったのです。
今回紹介したエピソードだけを見ると、Unicode は大変乱
暴な規格だと感じるかもしれません。たしかにそのような側面

いて言及してきましたが、世界に目を向けると英語や中国語、 もありますが、Unicode という規格が定められたことで、特に
ヒンディー語など多種多様な言語があり、コンピュータでこれ

日本にフォーカスされたわけではない機器やソフトウェアでも、

らの言語を扱うために、言語毎に文字集合や符号化方式が

ある程度日本語が扱えるというメリットも生まれています。日

定義されています。しかし、取り扱う言語に合わせて処理を

本語を扱う人間としては複雑な気持ちです。●

イラスト／末房志野（ P22,23）
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