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山本レポート ： システム安全性向上―世界の最前線 (6)

セキュリティとシステム安全性
国立大学法人 名古屋大学
大学院 情報学研究科
教授 山本 修一郎

博士（工学）

今回は、2018 年 12 月 6 日午後に発生した通信システム障害事例に基づいて、セキュリティとシステム安全性の関係について考える。

る、複数の国におけるお客様のネッ

リティ対策で有効期限の更新が抜け

トワーク障害を引き起こしました。」

ているという欠陥があったことか

時 39 分頃から発生したソフトバン

「早期の段階での根本原因の解析

ら、今回は大規模なシステム障害が

クの通信障害は午後 6 時 4 分に復

結果では、今回影響を受けたソフト

発生した。セキュリティ対策をして

旧した。この通信障害の影響回線数

ウェア証明書のバージョンの齟齬が

いなかったのではなく、セキュリテ

は過去最大の 3060 万件に達した。

示されています。完全かつ総合的な

ィ対策を実施していたにもかかわら

約 4 時間 25 分にわたって携帯通信
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ネットワークが利用できなくなった

ており、現在は直近の問題解決に集

起因する欠陥によって、システム全

ことから、テレビでも大騒ぎになっ

中して対応しています。」

体の安全性に危機がもたらされるこ

通信システム障害事例
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キュリティ対策の十分性の確認と、
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される事態になった。公衆電話に行
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テストの十分性

れる。ということは、この証明書の
この大規模通信障害の発生原因の
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期限が切れること、切れた場合の対

リクソンは、次のように説明してい

ためにソフトウェア証明書を登録し

応などについてのテスト項目があっ
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ておくのは、セキュリティ対策とし

たのか、あった場合、テストしたの

「 コ ア ネ ッ ト ワ ー ク 内 の SGSN-

ては常套手段である。ソフトウェア

かしなかったのかが問題になる。テ
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分だった可能性が高い。セキュリテ

セキュリティ攻撃が疑われたようで
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ある。ソフトウェア障害がセキュリ

いていて、
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か？

証明書の有効期限の管理
ノードに付与されたソフトウェア
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後、自動運転が浸透していった場合、
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と過信するのではなく、愚直に徹底
して確認しなければ、このような障
害を防ぐことはできないと思われる。

まとめ
上述したことをまとめると以下の

限の更新をどのような手順で実施し

同様の通信システム障害が発生した

とおりである。

ていたのか？ また更新権限を持つ

ら、大変な惨事を引き起こすところ

・セキュリティ上の欠陥がシステム

管理者はどこにいて、なぜ、更新し

であった。無線通信システムと自動

なかったのか？ 期限を自動的に更

運転システムなどとのシステム連携

・セキュリティ対策の高信頼化を保

新するようになっていたのであれ

が重要になる。自動運転システムで

証するためにテスト十分性を確認

ば、なぜ更新できなかったのか？

は地図情報を参照するために、通信

する必要がある

安全性に影響する

ソフトウェア証明書の期限が更新

システムとの相互接続が不可欠であ

・セキュリティ・コンポーネントを

できなかった場合の影響範囲を特定

る。通信システムを使えなければ自

保証する証明書の有効期限を管理

していたのか？ 特定していた場合、

動車が走行する場所についての正確

する必要がある

なぜ通信システム障害になることを

な地図情報を獲得できなくなること

・分散システムの相互運用性を保証

認識できなかったのか？

から、安全な走行に支障をきたすこ

する仕組みを確立する必要がある

本当に、ソフトウェアだけの障害
なのだろうか？ 今後の調査結果が
待たれる。

したがって、通信システムの安全
性を向上するとともに、連携システ
ムとの相互運用性に対する安全性の

システム運用

保証が重要である。

障害発生の検知からサービス復旧
に向けた通信システムの運用活動
は、どうなっていたのだろうか？
次のような疑問がある。
今回の障害では、当初外部からの
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網羅的な対策の必要性
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あるテレビ番組で ICT 専門家だ
というコメンテータが、今回の通信

＜システム安全性のことなら下記へ＞

システム障害の原因を「凡ミス」だ

yamamotosui@icts.nagoya-u.ac.jp
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