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米カリフォルニア州知事は本年 9
月 28日、IoT（Internet of Things）
機器（Connected Device）を対象と
するセキュリティ法案（SB-327）
に署名し、米国で初めて IoTセキュ
リティ法が成立した [1]。2020年 1
月に施行されると、IoT機器の製造
業者は、その機器に適切なセキュリ
ティ機能を装備しなければならない
ことなる。

IoTは近年その市場の成長性で注
目されている分野であり、IoT機器
は 2020年には約 300億個となる見
通しという報告もある [2]。IoT機器
は、我々の身近にあるウエアラブル
機器、スマートスピーカ、監視カメ
ラ、H E M S（H o m e  E n e r g y 

Management System）等に加え、電力・
ガス・水道設備、工場、化学プラント、
交通制御など古くから利用されてき
た産業用制御システム（ICS:Industrial 

Control System）や監視制御システ
ム（SCADA:Supervisory Control and 

Data Acquisition）、さらに今後も拡大
する「自動車」や「医療機器」など
も含まれる。爆発的に増加する IoT

機器の弱点を突いたサイバー攻撃は
増加傾向にあり [3]、カリフォルニア
州の IoTセキュリティ法の成立が示
すようにセキュリティ対策の重要度

が増している。

①重要インフラ攻撃事案
2016年のウクライナの電力シス

テ ム が 大 規 模 停 電 に 至 っ た
CrashOverride マルウェア [4] や、
2017年 12月に報告された産業制御
システムの安全装置（安全計装シス
テム）を不正操作する HatManマル
ウェア（TRITON、TRISIS）[5]など
多くの事案がある。また、2016年
に米国 ICS-CERTが対応したインシ
デント件数は 290件で、その内 63
件は製造業、62件は通信インフラ、
59件はエネルギー関係であったとの
報告もある [6]。その主な攻撃の手口
はスピアフィッシング、認証基盤の
脆弱性をついた攻撃、ネットワーク
スキャン等で、290件のインシデン
トのうち 6件はビジネスやサービス
に重要な影響を与えたようである。
②DDoS攻撃事案
2016年９月に米国の著名なセ

キュリティブログ「krebsonsecurity.

com」は 620Gbps以上の大規模な
DDoS攻撃を受けた [7]。幸いにも
サイトダウンには至らなかったよう
であるが、これは約 38万台の乗っ
取られた IoT等の機器で構成される
超巨大ボットネットを使った攻撃と

見られている。また同年 10月には、
DNSを提供する米企業「Dyn」を狙っ
たサイバー攻撃が発生し、Twitter、
Netflix、Spotifyなどのサイトに接続
できない状態が断続的に続いた [8]。
原因は krebsonsecurity.com への
DDoS攻撃と同じで、マルウェア
「Mirai」の辞書攻撃によって乗っ取
られた監視カメラなど数十万台の
IoT機器からの大規模な DDoS攻撃
であり、DNSシステムが影響を受
けた。
③情報漏洩と乗っ取り事案

M Q T T（M Q  T e l e m e t r y 

Transport）は、M2Mや IoTなどで
広く採用されているメッセージプロ
トコルで、ブローカーと呼ばれる仲
介サーバを介して通信を行う。
IOActive社の Lucas Lundgren氏は
Black Hat 2017で、デフォルトで
暗号化されていないポート 1883番
を使うブローカーがインターネット
上に 8.7 万台以上あり、多くの
MQTT通信は暗号化されていない
状況でかつ、なかには ID/パスワー
ドも十分に設定されていない状況で
あることを発表した [9]。Lundgren

氏は、情報閲覧以外にリモート操作
も可能で、監房ドアのロック解除や
計測器のデータ改ざん、鉄道の運行
情報の改ざんなど、大事件・大事故
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に繋がる問題への警鐘を鳴らした。
また、2017年 7月 IoTセキュリ
ティ企業 Senrio社は、OSSのWeb

サービスライブラリ「gSOAP」に
スタックバッファオーバーフローの
脆弱性（Devil’s Ivy）を発見した。
この脆弱性により監視カメラなど
IoT端末がリモート攻撃の脅威に晒
された [10]。
その他、Kaspersky Labは 2018
年上半期に発見された IoT マルウェ
ア数は、2017年の総検出数の３倍
以上の 12万個に増加していると報
告している [11]。

電力・ガス・水道、工場など社会
インフラは、その影響範囲・影響度
合いが大きいから狙われるが、そも
そも ID/パスワードを工場出荷時の
ままで設置・運用している、不要な
ポートを開けたままにしている、
SSL通信を利用していないなど、IoT

機器やシステムを安全に実装・利用
していないケースも多い。つまり利
用する人間側の問題も攻撃者から狙
われてしまう大きな原因である。サ
イバー衛生（Cyber Hygience）含め、
下記に示すようなセキュリティ対策
が急務である。
①基本的なセキュリティ対策
パスワード等の認証設定は初期設
定のまま利用せず変更する、IoT機
器のファームウェア最新版への更新
等、常に最新の状態に保つことが必
要である。またトランスポート層の
対策として TLSの利用、ネットワー
ク層では IPSec、WPA3の利用、さ
らには HIP等の新しい技術を利用
したネットワーク分離 [12]も有効と

セキュリティチェックを行ったり、
社内基準を制定し運用することも重
要である。
⑤法整備

IoTを狙ったサイバー攻撃の対策
強化は各国で進められている。冒頭
の米カリフォルニア州以外にも、米
下院は「DHS産業用制御システム
機能強化法 2018」を本年 8月に承
認した。国内でも、総務省は 2018
年度の通常国会に電気通信事業法と
国立研究開発法人情報通信機構
（NICT）法の一部改正を提出、可決・
成立した。
これらの総合的な対策の継続的な
取り組みが今後さらに重要である。

＜サイバーセキュリティのことなら下記へ＞
https://www.ntt-at.co.jp/inquiry/product/

考える。
②情報収集・共有
インターネットに接続されている

IoT機器の情報（OS、オープンポー
ト、バナー情報等）を検索できるサー
ビス（SHODAN[13]、censys[14]等）
やインターネット上の攻撃トラ
フィックを可視化する NICT の
NICTER等を利用し、最新の脅威、
脆弱性情報を収集し、対策を講ずる
ことも有効である。これらは収集し
たデータを研究用や脆弱性の確認目
的として活用することを想定してい
るが、一方で攻撃者がサイバー攻撃
の標的を探すために悪用される危険
性もあり、またオープンにすべきで
ない情報等も存在するので、目的を
絞った独自の情報収集システムの構
築も必要である。
③脆弱性検査やIoTセキュリティ
サービスの利用
IoT機器の脆弱性をチェックする

セキュリティ診断サービスを活用
し、IoT機器の脆弱性を把握し、セ
キュリティ対策を講ずる。例えば、
2018 年 9 月 に SPIRENT 社 の
Security Labsの IoT診断サービスは
米国 CITAの IoTサーバーセキュリ
ティプログラムに認定された [15]。
その他、IoT機器のモニタリング
サービスを提供する armis社 [16]や、
ICSを主ターゲットとして監視サー
ビスを提供する CyberX社 [17]、医
療機器の可視化、異常検出、セキュ
リ テ ィ 防 御 を 得 意 と す る
MEDIGATE社 [18]などもある。
④各種ガイドライン活用

IEC-62443、NISTサイバーセキュ
リティフレームワーク、OWAPS 

IoT Security Guidance等を活用し、
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