
インターネット発展の表裏

私たちを取り巻くインターネット環

境は，より密接に人々の生活とかかわ

るようになってきています．コンピュー

タやネットワーク環境の低価格化や，

スマートフォンなどに代表されるような

新たな個人用デバイスの出現と普及も

あり，インターネットはこれまでの情報

収集やサービス利用の形態を超えて，

コミュニケーションの手段として発展

してきています．

例えば最近では，SNS（Soc i a l

Networking Service）と呼ばれるコ

ミュニケーションサービスが数多く提

供されています．2010年に中東を発信

地とした民主化運動は，このSNSに

よって国を越えて伝播され，各国の政

体にまで影響を及ぼしたといわれてい

ます．このような現象は，ネットワー

クの発達していなかった時代には考え

られないことでした．

このようにインターネット環境がま

すます発展してきた裏側で，サイバー

攻撃などを仕掛けようとする攻撃者た

ちもまた，彼らの攻撃手法を発展させ

てきました．今日では，複数の攻撃者

どうしが共通の利益のために手を組み，

組織的・継続的に攻撃を行う事例も

珍しくなくなっており，サイバー攻撃

への脅威は高まりをみせています．図

１は世界経済フォーラムのグローバル

リスク・トップ５の2007年からの遷移

です．これまではリストになかったサイ

バー攻撃が2012年には４位に入るま

でになりました．

高度化するサイバー攻撃

これらのサイバー攻撃に対し，サー

ビス提供者や利用者は，コンピュータ

ネットワークへの侵入や攻撃を検知・

防御するため，アンチウイルスソフト

やファイアウォールの導入，サイバー

攻撃に利用される可能性のあるセキュ

リティ上の脆弱性を補うためのメンテ

ナンスなどの対策により，被害を未然

に防ぐ努力をしてきました．

しかし近年，従来のメンテナンス対

象であった脆弱性の数の増加や深刻度

がますます高まりを見せるだけでなく，

これまでにはみられなかった新たなタイ

プの攻撃や，新たな攻撃動機に基づく

攻撃者が出現しました．そのため，従

来の方法や考え方でサイバー攻撃を防

御することが難しくなってきています．

例えば，スマートフォンやSNSな

どのコミュニケーションツールの普及に

よって，これまでは入手が難しかった

種類の情報（行動履歴，思想，位置，

交友関係など）に対して誰もが比較的

簡単にアクセスできるようになってきて

進化する脅威とこれからのサイバーセキュリティ
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安心・安全ブランド向上に資する
セキュリティオペレーション強化の取り組み

図１　グローバルリスク・トップ５の遷移 

出典：http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2012.pdfより作成 

Economic（経済） 

Severe 
income 
disparity

Chronic 
fiscal 

imbalances

Water 
supply 
crises

Rising 
greenhouse 
gas 

emissions

Cyber 
attacks

Meteorological 
catastrophes

Hydrological 
catastrophes

Climatological 
catastrophes

Corruption

Biodiversity 
loss

Asset price 
collapse

Slowing 
Chinese 
economy 
(<6%)

Global 
governance 
gaps

Chronic 
disease

Fiscal crises

Asset price 
collapse

Slowing 
Chinese 
economy 
(<6%)

Retrenchment 
from 

globalization 
(emerging)

Chronic 
disease

Global 
governance 
gaps

Asset price 
collapse１位 

２位 

３位 

４位 

５位 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 （年） 

Middle East 
instability

Chronic 
disease, 
developed 
world

Failed & failing 
states

Oil and gas 
price spike

Breakdown of 
critical 

information 
infrastructure

Chronic 
disease in 
developed 
countries

Asset 
price 
collapse

Oil price 
shock

China 
economic 
hard landing Environmental（環境） 

Geopolitical（地政） 
Societal（社会） 
Technologicaly（科学） 

特定の組織や個人を標的とするAPT攻撃など高度化するサイバー攻撃に対
して迅速・柔軟なセキュリティ対応を実施する組織であるCSIRT（シーサー
ト）が，世界的に重要な位置付けになってきています．NTT研究所ではNTT
グループのCSIRTとして早期にNTT-CERTを立ち上げ活動してきました．本
稿では，NTT-CERTにおけるこれまでの取り組みと，セキュリティ対応強化
に向けて取り組みを開始したセキュリティリサーチ機能について紹介し
ます．

た ね も ふみゆき はやし い く や
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います．攻撃者は，複数のコミュニ

ケーションツールで扱われる情報を組

み合わせることにより，ターゲットと

なる人物や組織から，信用を得やすい

状況をつくりやすくなっています．今日，

APT（Advanced Persistent Threat）

攻撃をはじめとする標的型攻撃が大き

な脅威となってきているのには，この

ような背景もあるといえるでしょう．

また，2011年に相次いだ大手企業

を含むさまざまな組織のネットワーク

への侵入・情報漏洩事件は，ハクティ

ビストと呼ばれる新たな攻撃集団によ

る犯行といわれています．彼らは従来

の攻撃者のように金銭取得を目的とせ

ず，自らの主張を通すための手段とし

てサイバー攻撃を行うとされており，攻

撃動機が攻撃者によってさまざまであ

ることが特徴です．これまでの防御の

考え方は，ファイアウォールを導入す

るなどで攻撃側に大きな技術的・時間

的コストを負担させるものだったよう

に，攻撃者が攻撃に見合わない状況を

いかに防御側がつくり出していくかと

いう方法論に基づいていました．しか

しながら，攻撃動機が金銭取得ではな

くなったことによって，これまでのよう

な対応方法が単純に適用できなくなっ

ているのです．

事前対応と事後対応

このようなサイバー攻撃の高度化や

新たな攻撃動機の出現により，防御側

である私たちの考え方も変わってきま

す．すなわち，多様な攻撃の出現によ

り，すべての攻撃は完全に防ぐことが

できない可能性がある，という前提に

基づいて，事後対応の仕組みと組織実

装を整えることが今まで以上に重要に

なります．

また，あらかじめ準備しておくこと

によって，事故が起きても２次被害を

防ぎ，被害を極小化できる可能性があ

ります．さらに，そこで得られたノウ

ハウを，予防や検知などの事前対応

にフィードバックし活かすことができ

ます．

この事前と事後の両方についてしっ

かりと意識して対応を充実させていく

ことが昨今のインターネット環境での

セキュリティ運用を取り扱ううえで，

有力な手段であると考えられています．

CSIRTとは

CSIRTはComputer Security In-

cident Response Teamの略で，サ

イバー攻撃などによって生ずるセキュ

リティインシデントの予防から検知・

対策にいたる対応を実施する組織体で

す．この組織の特徴は，セキュリティ

インシデントは必ず起こるものとしてと

らえ，その事後対応を活動の軸に考え

られているところです．また，多様な

攻撃にいち早く対応するため，防御ノ

ウハウや新たな攻撃情報などを共有す

るCSIRTどうしの連携ネットワークを

備えているのも特徴です．このため，

CSIRTは事後対応の要といえます．

NTTでは，NTTグループを代表す

るCSIRTとして「NTT-CERT」を

NTT情報流通プラットフォーム研究所

（現NTTセキュアプラットフォーム研究

所）内に立ち上げ，2004年から活動

を行っています（1）．

CSIRTは，1988年に起こったマル

ウェアの世界的大流行に対応するた

め，米国で設立されたCERT/CC

（CERT Coordination Center）が

起源です（2）．そして現在では，我が国

を含めさまざまな国や企業・組織にま

でCSIRTがつくられるようになってい

ます．また，国際的な事案への対応の

必要性から1990年当時の主だった

CSIRTを中心にCSIRTの国際フォー

ラ ム FIRST（ Forum of Incident

Response and Security Teams）

が設立されています（3）．2012年４月現

在，FIRSTには世界中から200を超え

るCS I RTが加盟しており，NTT -

CERTもその一員となっています．さ

らに，国内のCSIRT組織の集まりで

ある日本シーサート協議会（NCA:

Nippon CSIRT Association） が

2007年に発足し，NTT-CERTはその

設立発起人の１つとして積極的な活動

を行っています（4）（図２）．

図２　NTT-CERT と代表的な国内外 CSIRT 連携 
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NTT-CERTの取り組み

NTT-CERTでは，前述のFIRSTや

NCAといったコミュニケーションの場

を生かして各国・各組織のCSIRT組

織とワールドワイドに連携の輪を構築

しています（図３）．また，NTTグ

ループ各社に対して，以下の機能を提

供しています．

①　信頼できる相談窓口

② セキュリティ情報の収集・分

析・提供

③　CSIRT構築支援

④　トレーニング・教育活動

⑤　セキュリティに関する研究開発

具体的には，インシデントの対応支

援，脆弱性情報の発見・通知など，

NTTグループ各社への支援や情報提

供や，NTTグループの対外窓口として

ほかのCSIRTを含む外部組織から情報

収集を行っています．

また，サーバ等の設置に際して利用

されるセキュリティ設定ガイドラインや

NTT研究所で検証した脆弱性に関す

るレポートなどのドキュメント類の提供

に加え，セキュリティ対策のさまざま

なテーマを扱うワークショップの開催

など， NTTグループ各社向けに分か

りやすいかたちで情報を共有する活動

をしています．

このほかにも対外的な活動の例とし

て，独立行政法人情報処理推進機構

における年次レポートへの作成協力，

FIRSTやNCAを通じたさまざまな発表

活動など，対外的なフィールドにおい

ても幅広く貢献しています（写真）．

セキュリティオペレーションの

課題

先に述べたように，情報システム・

サービスに対する攻撃はますます高度

化してきており，今後も常に変化し続

けていくと考えられます．そのため，セ

キュリティオペレーションにおいても事

前対応・事後対応ともに，こうした変

化に対応し続けていく必要があります．

事前対応では，攻撃を検知・防御

する対策手法を攻撃動向の変化に応じ

て適宜見直していくことが求められま

す．APT攻撃対策等の観点からは，

攻撃の検知を行うための手掛かりとな

るログ分析の重要性が従来以上に高

まっています．

事後対応では，被害の極小化のた

め，攻撃の痕跡を解析し，何が起き

たかを正しく判断するために，高度な

技術や知識がますます要求されるよう

になってきています．

セキュリティリサーチ機能

このようなセキュリティオペレーショ

ンの課題に対して，これまでのNTT-

CERTの活動を強化したセキュリティ

リサーチ機能を立ち上げ，NTTグルー

プ各社のセキュリティオペレーションを

支援する取り組みを始めました（図４）．

このセキュリティリサーチ機能では，

インシデントの事前対応である未然防

止から，事後対応である被害最小化ま

でを次の７つのミッションに分けて，

セキュリティオペレーション技術の向

上とNTTグループ会社支援を進めてい

きます．

① セキュリティ製品評価：高度化

する攻撃に対するさまざまなセキュ

進化する脅威とこれからのサイバーセキュリティ
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リティ製品・技術が存在します．

それらを事業導入する前の技術的

な目利きを行うとともに，製品評

価技術の高度化を進めます．

② 運用ガイド策定：クラウドセ

キュリティガイドラインなどの政

府・業界等によるガイドライン策

定動向を見据えたNTTグループ内

ガイドライン策定や，サーバ，

Androidなどの要塞化ガイドライ

ンの策定を行います．

③ セキュリティ診断：NTTグルー

プ各社のWebサイト等に関して，

改ざんや脆弱性，要塞化不備が

ないかを定期的に検査し，問題が

あった場合の傾向分析や対策等

のレポートを発行します．

④ ブラックリスト提供：これまで

NTT研究所で進めてきた先進的

なマルウェア検知技術を活かし，

既存アンチウイルスベンダなどよ

りも高品質なブラックリストを作

成し，NTTグループ会社への提

供を行います．

⑤ 運用ログ等分析：ネットワーク

装置やサーバ，OS等からの膨大

なログやセキュリティニュース等の

情報を収集し，大規模データ処理

基盤を活用した，機械学習による

インシデント関連情報の自動抽出

技術や，セキュリティログ自動分

類技術といった，運用高度化につ

なげるための運用ログ等分析技術

の確立を進めます．

⑥ フォレンジック：端末やシステ

ム環境に残された痕跡を基に，そ

の端末で何が起こっていたかを分

析する機能を実装します．

⑦ マルウェア解析：入手した悪性

プログラムを詳細に解析する機能

を実装します．

⑥⑦では，インシデント発生の際に，

事業会社では実施が難しいアプリケー

ションやシステムログ，悪性プログラ

ム等の詳細な分析手法の確立や技術

高度化を進めます．

今後の展開

NTT研究所では，高度化する攻撃

に対するセキュリティオペレーションの

円滑な推進のために，これからも一丸

となって事業支援や運用・評価技術の

高度化を進めていきます．
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NTT-CERTでは，NTTグループ企業のイ
ンシデント報告をはじめとして，セキュリ
ティ問題に関する情報や質問を受け付けて
います．

◆問い合わせ先
NTTセキュアプラットフォーム研究所
NTT-CERT
TEL 0422-59-7800
FAX 0422-59-7801
E-mail cert ntt-cert.org
URL http://www.ntt-cert.org/

図４　セキュリティリサーチ機能 
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