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2020年には500億台の機器がインターネットに接続されると言われており，データのセキュリティ，ネットワークのセキュリティに加えて，
機器のセキュリティが重要となる。
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近年，IoT（Internet of Things）の進展によってネット
ワークを介したサイバー攻撃による機密情報の漏洩（ろう
えい）や重要インフラの機能不全のリスクが高まっている。
また，米大統領が2015年９月の米中首脳会談で中国のサ
イバー攻撃に懸念を表明する等，サイバー攻撃は国家レベ
ルの課題となった。日本政府もサイバーセキュリティ基本
法を2015年１月に施行しサイバー攻撃対策への取組みを
本格化した。そして，内閣に“サイバーセキュリティ戦略
本部”を，内閣官房に“内閣サイバーセキュリティセンター

（NISC）”を設置し，サイバーセキュリティ対策の立案・遂
行を積極的に推進している。

サイバーセキュリティ対策では，データ，ネットワー
ク，機器のセキュリティが総合的に求められる。データの
セキュリティは古くから防衛用途で盗聴・改ざん防止に活

用されてきた暗号が代表的である。一方，オープンなイン
ターネットの普及・浸透に伴い，ネットワーク経由の情報
システムに対する不正操作が深刻となり，それらを検知・
防御するネットワークセキュリティも求められるように
なった。そして，IoTの時代には，データとネットワーク
のセキュリティに加え，ネットワークにつながる機器への
不正操作を防止する機器のセキュリティが重要となる。

三菱電機では，データ，ネットワーク，機器のセキュリ
ティ技術として，データの秘匿と活用を両立させた秘匿検
索技術，ネットワークを介したサイバー攻撃の手口に着目
した攻撃検知・防御技術，機器に対する安全なソフトウェ
ア更新や機器の認証を実現するLSIの指紋等の技術開発に
取り組んでいる。

Takeshi Yoneda
Information Security Technologies in the Age of IoT
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MITSUBISHI DENKI GIHO



三菱電機技報・Vol.90・No.7・2016

特集論文

36（412）

1．ま　え　が　き

近年，IoTの進展によってネットワークを介したサイ
バー攻撃による機密情報の漏洩や重要インフラの機能不全
のリスクが高まっている。また，米大統領が2015年９月
の米中首脳会談で中国のサイバー攻撃に懸念を表明する等，
サイバー攻撃は国家レベルの課題となった。日本政府もサ
イバー攻撃対策への取組みを本格化するためのサイバーセ
キュリティ基本法を2015年１月に施行した。そして，内
閣に“サイバーセキュリティ戦略本部”を，内閣官房に“内
閣サイバーセキュリティセンター（NISC）”を設置し，サイ
バーセキュリティ対策の立案・遂行を積極的に推進している。

本稿では，IoT時代の安全・安心の要となるサイバーセ
キュリティへの日本政府の取組みと当社の取組みを述べる。
また，当社のサイバーセキュリティの研究開発への取組み
として，データのセキュリティ，ネットワークのセキュリ
ティ，機器のセキュリティの差別化技術について述べる。

2．日本政府の取組み

2015年９月４日に内閣で閣議決定された“サイバーセ
キュリティ戦略”（1）では，経済社会の活力の向上及び持続
的発展のために，IoTシステムのセキュリティ確保が必要
であることを強調している。また，国民が安全で安心して
暮らせる社会の実現のために，重要インフラのセキュリ
ティ確保が必要であることを強調している。

取組みを強化する施策として，①効率的かつ迅速な官民
のサイバー攻撃情報の共有，サイバー攻撃を検知・防御す
る組織の構築と組織間の連携，②機器・システムの開発・
運用プロセスのセキュリティ基準・ガイドライン策定・遵
守促進，③第三者認証によって客観的に機器・システムや
組織のセキュリティを評価・認証する制度の確立が挙げら
れている。また，これらの組織，開発・運用プロセス，制
度の観点からのセキュリティへの取組み強化に加え，研究
開発の観点から，暗号のようなコア技術，サイバー攻撃の
検知・防御技術への取組みが強化されている。

3．当社の取組み

当社では，サイバー攻撃情報の共有窓口となるCSIRT
（Computer Security Incident Response Team）の設置，
官民CSIRT間の情報共有等連携を目的とした日本シー
サート協議会等の団体への参加を通じて，官民との連携を
意識したセキュリティ組織の構築に取り組んでいる。また，
技術研究組合 制御システムセキュリティセンター（CSSC）
に参画し，制御システムの汎用的なセキュリティ標準と
して注目されるIEC62443をベースとしたセキュリティ評
価・認証手法や開発・運用プロセスのセキュリティガイド
ラインの調査・研究に取り組んでいる。

また，差別化技術としては，データセキュリティ，ネッ
トワークセキュリティ，機器セキュリティの各分野でIoT
時代のニーズを先取りした研究開発に取り組んでいる。

4．データのセキュリティ：秘匿検索

4. 1　開発の背景

IoTの時代には，人や機器の情報をクラウドに収集して
分析するビッグデータ処理によって，付加価値創出が期待
される。しかし，人や機器の情報は，機密性が高くクラウ
ドに保存する場合には暗号化が求められる。一方，従来，
暗号化された情報を検索する場合，一旦クラウドで復号す
る必要があり，その際に機密情報が漏洩する懸念があった

（図１）。そこで，クラウドで復号することなく検索できる
暗号“秘匿検索”技術を開発した。この技術によって，情報
の秘匿と活用の両立を実現できる。
4. 2　秘匿検索の仕組み

秘匿検索の実現には，暗号化された検索要求とクラウド
に登録された暗号化データの一致・不一致をクラウドで判
定する演算が必要となる。その演算を2010年にNTTと共
同開発した内積述語暗号（2）に基づいて実現した。
⑴　内積述語暗号

内積述語暗号を用いると，２つのベクトルを暗号化し
たまま内積を計算し，ベクトルが直交していれば（内積が
０ならば）０，それ以外ならば乱数を返す関数fを実現でき
る。具体的には，図２に示すように，公開鍵（pk）で暗号
化（Epk）したベクトルと秘密鍵（sk）で暗号化（Esk）したベク
トルの内積を計算すると，暗号化前のベクトルが直交してい
る場合０，直交していない場合は乱数が結果として得られる。
⑵　登録データと検索キーワードのベクトル符号化

内積述語暗号のベクトル直交性判定を，秘匿検索に応用
するために，登録するデータと検索キーワードのベクトル
符号化手法を開発した。具体的には，登録するデータと検
索キーワードが一致した場合に直交する（内積が０となる）
ようにベクトル符号化する。図３では，“吉田”というデー

秘密鍵
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図１．従来の暗号化データの検索

（  ）：    の公開鍵による暗号化
（  ）：    の秘密鍵による暗号化
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図２．内積述語暗号を用いたベクトルの直交性判定
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タを，登録データ及び検索キーワードにする場合のベクト
ル符号化例を示す。

このベクトル符号化によって，サーバは，暗号化された
登録データと暗号化された検索キーワードをそのままベク
トル直交性判定し，結果が０であれば，登録データと検索
キーワードが一致していることが分かる（図４）。

このような秘匿検索によってクラウドは，暗号化された
検索要求とサーバに登録された暗号化データの一致・不一
致を一切復号することなく判定でき，情報漏洩の懸念を払
拭することができる。
4. 3　秘匿検索の発展

⑴　部分一致対応型秘匿検索
インターネットの検索エンジンを利用する場合，キー

ワードをブラウザから入力すると，そのキーワードを含む
ホームページやドキュメントが検索結果として表示される。
このような“キーワードを含むドキュメントの検索”を暗号
化したまま実施するためには，4. 2節で述べた秘匿検索で
は不十分である。なぜなら，登録データと検索キーワード
が完全に一致しているかの判定は実現できているが，登録
データに検索キーワードが含まれること，つまり，部分一
致判定は暗号化したまま実現できていないからである。

そこで，2016年２月に部分一致を暗号化したまま判定
できる部分一致対応型の秘匿検索基盤ソフトウェアを世界
で初めて（注1）開発した（3）（図５）。

（注１）　2016年２月４日現在，当社調べ

⑵　部分一致対応型の秘匿検索の仕組み
部分一致対応型秘匿検索では，登録データのある位置

に，検索キーワードが存在することを暗号化したまま判定
するために，各文字が先頭から何文字目の位置にあるかを
表す“文字位置”の情報を各文字の暗号化と同時に埋め込む
技術と，埋め込まれた“文字位置”を暗号化したままスライ
ドさせる技術を実現した（4）（図６）。これらの技術を4. 2節

のベクトル符号化と組み合わせることによって，暗号化さ
れた検索キーワードに埋め込んだ“文字位置”をスライドさ

せ，暗号化された登録データの対応する位置に一致する
文字列が存在するかを判定できる。なお，一致判定には，
4. 2節⑴で述べた内積述語暗号を用いている。
4. 4　今後の取組み

部分一致対応の秘匿検索の実現によって，秘匿検索の適
用範囲を，機器の稼働ログやネットワークの通信ログ等の
定型データから，オフィス文書や医療文書等の非定型デー
タに広げることが可能となった。今後は適用分野に応じた
最適化に取り組む。
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図４．内積述語暗号を用いた秘匿検索
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図３．登録データと検索キーワードのベクトル符号化例

⒜　従来のソフトウェア（完全一致検索）
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検索にはヒットせず，単純な検索ワードによる情報取得が困難
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検索キーワードが登録データに「一部」含まれれば検索に
ヒットするため，単純な検索ワードでも容易に情報取得が可能

⒝　今回開発したソフトウェア（部分一致検索）
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図５．部分一致対応型秘匿検索
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図６．暗号化したまま文字位置のスライド
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5．ネットワークのセキュリティ：攻撃検知技術

5. 1　開発の背景

近年，企業や政府・自治体で発生する大規模情報漏洩は，
ウイルスが添付されたメールや，ウイルスが仕込まれた不
正なWebサイトを用いたサイバー攻撃によってもたらさ
れる。ウイルスは年間３億種の新種が発生しており ，過
去のウイルスと一致するウイルスを見つける手法では検知
が困難となっている（5）。

この課題を解決するため，個々のウイルスではなく，ウ
イルスを用いた攻撃者の手口に着目して攻撃を検知する方
式を開発した。分析の結果，攻撃者の手口は50程度であ
ることを解明し，手口に着目することで効率的な攻撃検知
を実現した（6）。
5. 2　手口に着目した攻撃検知の仕組み

サイバー攻撃におけるウイルスの活動は，攻撃対象の端
末に感染，ハッカーからの指示を受信，感染端末を調査し，
さらに活動を広げるため不正にアクセス権を入手するとい
う段階を踏む。例えば，感染端末を調査する活動段階では，
感染端末に保存されているドキュメントの検索，通信ルー
トの確認，セキュリティ対策設定の確認という複数の攻撃
手口によって，何をどのように盗み出すかを決定する。

そこで，ウイルスを用いた共通の攻撃手口を50個程度
に分類し，各攻撃手口の発生をログから検知する分析ルー
ルを開発した。攻撃手口の増加は，１年で10数件程度で
あり，新しい攻撃手口が確認された段階で分析ルールを追
加することが可能となる。

また，正規ユーザーの活動が，攻撃手口と類似している
場合，その活動が，攻撃ではないことを判断する必要があ
る。そこで，この攻撃手口をいくつか連続させたサイバー
攻撃シナリオを定義し，攻撃手口が，攻撃シナリオに沿っ
て発生しているかをチェックする相関分析手法を開発した。
この手法によって，攻撃手口に類似した正規ユーザーの活
動とサイバー攻撃との識別が可能となる（図７）。

5. 3　今後の取組み

この技術は，情報システムに対する攻撃を対象として開
発した。一方，IoTシステムに対する攻撃でも，攻撃者は
共通の限定的な攻撃手口を用いると予想される。そこで，
この技術の適用範囲をIoTシステムに対する攻撃に拡張す
るために，機器への攻撃手口の調査・分析に取り組む。

6．機器のセキュリティ：LSIの指紋

6. 1　開発の背景

パソコンやスマートフォン等の情報通信機器だけでな
く，あらゆる機器がインターネットを介してつながるIoT
時代が本格化している。“つながる”ことで利便性が向上す
る一方で，セキュリティリスクとして不正プログラムの混
入やなりすまし等の対策が求められている。従来のリスク
は銀行の不正送金等仮想社会での被害であったのに対して，
IoTでは機器を含め様々なシステムとつながり，被害にあ
えば直接人命に関わる場合もある。

一般的に電子機器はLSI（大規模集積回路）に組み込まれ
たプログラムによって機器の動作が制御されている。もし
そのプログラムが改ざんされれば，ネットワークにつなが
る全ての機器に危険が及ぶ。これらの課題の解決を目指し
て開発したのがLSIの指紋（7）（8）である。
6. 2　LSIの指紋の仕組み

機器には，機器の制御を行うプログラムと，それを実
行するCPU等のLSIが搭載されている。LSIは同じ回路で
あっても個体差によって，同じ出力でも個体ごとに過渡状
態での電圧上昇パターン“グリッチ”が異なる。これを利用
してLSIの指紋とも言える固有IDを生成する。

LSIの中の秘密情報を守るには条件が２つある。まず１つ
は“LSIを分解・解析しても情報が漏れないこと”である。
これまでID情報は暗号化した上で，不揮発性メモリ（電力
供給がなくてもデータを保持できる記憶素子）に格納する
のが一般的であった。しかしこれでは分解・解析すること
でメモリの情報を盗み見られる可能性がある。この技術で
は固有IDはLSIが動作しているときにしか現れず，仮に分
解しても秘密情報はどこにも存在しない。もう１つの条件
は“回路が複製されても秘密情報を複製できない”というこ
とである。“グリッチ”の違いは不規則な個体差によって発
生する。つまり回路を複製しても，同じIDにはなりえな
い。“見えないID・複製できないID”という安全性を証明
する２つ条件をこの技術はクリアした。
6. 3　固有ID の生成方法

LSIに対する信号の入力によって最終的な出力の信号が
安定するまでの過程で，電圧の上昇が固体ごとに異なる現
象を利用して固有IDを生成する（図８）。

①信号を入力すると発生する電圧の上昇パターン（“グ
リッチ”）の回数を数え，その数が偶数個ならば０，奇

ハッカーだ！ ハッカーではない

情報探索活動

（1）指示を受信

（2）感染端末を調査

（3）サーバへの
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図７．攻撃シナリオに基づくサイバー攻撃検知
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数個ならば１のビットを与える。
②入力する信号を変えて繰り返しビットに変換し，指紋

のような固有ID情報を生成する（図９）。
6. 4　危険なプログラム混入や不正アクセスの防止

固有IDを利用すれば，機器に対する危険なプログラム
の混入等を防ぐことができる。例えばインターネットを介
して機器にプログラムを送る際，LSIの固有IDで復号でき
るように暗号化してプログラムを送信する。もし固有ID
で復号できないプログラムが送られてくれば，不正なプロ
グラムと見なし動作を拒否することで，悪意ある攻撃から
機器を守る。

もう１つの利用方法は認証鍵を用いた相手認証である
（図10）。認証鍵は製造メーカー等が独自に設定するもの
で，機器の信頼性を証明する。接続する機器同士は互いの

認証鍵を使って乱数を暗号・復号しあうことで相手の認証
鍵を確認し，同じ認証鍵を持つ機器同士であれば接続を許
可する。この手法で大切なのは認証鍵である。もし漏れれ
ば，不正な接続を許すことになる。そこで認証鍵をそのま
ま格納するのではなく，固有IDで暗号化して格納する。
6. 5　今後の取組み

IoT時代における組み込み機器のセキュリティリスクに
対して，LSIの固有IDを応用したプログラム保護や機器の
なりすまし防止によって，コストを抑えつつ組み込み機器
の安心・安全に貢献することが可能となる。この技術の適
用を当社製品機器から拡大していく。

7．む　す　び

IoTシステムのセキュリティ向上には，製品・システム
を提供する企業がセキュリティ対策を適切に実装すること
が求められる。企業によるセキュリティ実装促進のために
は，どのような脅威に対して，どこまで対策をとればよい
のかというコンセンサスを業界ごとに確立することが重要
である。

今回述べたような差別化技術の研究開発に加えて，業界
ごとのセキュリティ対策のコンセンサス作りにも積極的に
参画し，IoT時代の安全・安心社会の実現に貢献していく。
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