
は じ め に

企業や組織へのサイバー攻撃などに

よって生じ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

実施する組織体であるCSIRT．大企

業や重要インフラを担う企業などでは

専任の担当者や組織により構成するも

のもあれば，他の業務と兼務するメン

バを中心に活動しているチームもある．

NTTでは，NTTグループを代表する

CSIRTとして「NTT-CERT」を持株

研究所内に2004年に立ち上げ，NTT

グループ各社への支援や情報提供，

NTTグループの対外窓口としての対応

や情報収集などの活動を行っている．

NTT I3では，前身のNTT Multi-

media Communications Labora-

tories（NTT MCL）時代の2012年

より，NTT-CERTのモニタリング機能

を支える日本国外を中心としたセキュ

リティ情勢の調査や，外部組織との連

携を維持・強化する業務を担当してい

る（図１）．その業務は，NTT I3とし

てセキュリティ，クラウドを大きな柱

として開発を進めることとなった今，

ますます重要な役割を担っているとい

えよう．

この業務における中心となってい

るAdach i研究員は，CSIRTの国際

フォーラム組織である「F I R S T

（Forum of Incident Response and

Security Team）」をはじめとしたセ

キュリティの業界団体等での活躍が広

く認知されるなど，世界中から注目を

集めるエキスパートである．

昨年はFIRSTのEducation Com-

mittee（委員会）の共同議長に選出

された．このCommitteeはFIRSTの

中でもっとも歴史のあるCommittee

の１つで，最初のCSIRTとされる

CERT/CCを擁するカーネギーメロン

大学が議長を務めてきたが，昨年，ド

イツ国防軍CERT-Bw長のフランツ・

ランテンハマー氏とともに共同議長に

指名，選任されたという．FIRSTの

Committee のリーダへの就任はアジ

グローバルクラウドサービスの積極展開を目指す北米研究開発拠点
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NTT I3における
セキュリティオペレーション強化の取り組み

NTT I3（NTT Innovation Institute, Inc.）では，CSIRT（Computer Security
Incident Response Team）や，NTT-CERTと連携したセキュリティインテ
リジェンスの分析を長く行ってきました．この取り組みを活かして，先
進セキュリティ技術のR&Dを進めていきます．本稿では，セキュリティ
分野の現状や，NTT I3が北米に拠点を設けることによる強みについて，
本業務において中心となって活躍しているAdachi研究員に伺いました．

Shin  Adachi

NTT Innovation Institute, Inc.
CISSP,CISM,CISA,PMP Lead Security Analyst

セキュリティ CSIRT セキュリティリサーチ

NTTグループ 
事業会社 

図１　NTT-CERT（NTT I3）の活動概要 
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ア系の企業においては初めてのことだ．

個々の企業や組織に属するCSIRT

では，お互いの信頼関係を構築するた

めに，人的ネットワークを形成し，そ

のネットワークから信頼できる情報を

入手，あるいは共同してインシデント

対応にあたるなど，日々の活動に反映

されることは少なくないという．幅広

い人脈と経験を有するAdachi研究員

を，NTT I3の同僚たちは「うちの宝

だ」という．

◆サイバー攻撃の現状を教えていただ

けますか．

まず，サイバー攻撃というものは誰

がどうやって攻撃してくるかは分から

ないという状況を踏まえて聞いてくだ

さい．

サイバーセキュリティというのは，一

般に即PCへの攻撃だと思いますよね．

しかし，サブウェイサンドイッチの

POS端末の脆弱性への攻撃から，大

規模な被害が確認されたことがしばら

く前にありました．これは，ルーマニ

アから米国のチェーン店への攻撃で

した．

最近の傾向をみると，マルウェアの

攻撃発生から検知までに，調査報告，

文献などにより，240日から365日以

上かかるなど，かなりの開きがみられ

ます．このような状況では正確な発生

件数をとれる状況にないといえます．

何が起きたのか検知するのに，これら

の文献によると最低でも200日以上も

かかるのが現状では，今，どこで何が

起きているのか，分からないともいえ

ます．

日本は世界に名だたる企業がたくさ

んありますから，狙われる可能性は大

いにありますし，日常茶飯事にあちこ

ちで攻撃が発生していることは認識し

たほうがいいと思います．

マイクロソフトのレポートなどをみる

と，日本のPCのマルウェアのリスクは

他の国と比べると悪くはないと報告さ

れていますが，世界規模で何かインシ

デントが発生した場合には，日本も遅

かれ早かれ必ず影響があると考えてい

ます．

また，当然のことながら世の中で一

番価値あるものが狙われます．金融犯

罪，情報詐取においては北米が比較的

多いといわれています．金融犯罪の手

口では，南米での事例は巧妙でバラエ

ティに富んでいるなど，各国，各地域，

各業態ごとに特徴的な手口があります．

過去，南米などで起きた攻撃手法

が，日本では１，２年遅れでどんどん

起きているように思われます．裏を返

せば，今世界各地で起きていることを

把握し，分析しておけばある程度の予

知予防はできます．ケース・スタディ

があれば，事前に準備，アクションは

取れます．

◆こうしたことを踏まえて，Adachiさ

んはどんな活動をなさっているので

しょうか．

NTT-CERTに向けたインシデントの

モニタリング作業に従事しています．

モニタリング作業というと，リアルタ

イムのインシデントをモニタリングして

いるような印象を受けると思いますが，

それだけではなく，公開情報，つまり

いつどこの企業が脆弱性等に関する

何か新しいことをリリースしそうであ

る，あるいはリリースしたなどの有益

なセキュリティ情報をアップデートして

いるのが重要な仕事の１つと考えてく

ださい．

ほかには，情報セキュリティにかか

わる他団体とのリエゾンの役割を担っ

ています．

攻撃情報や脆弱性などを含め，IT

業界全般，司法関連，サービスプロバ

イダ，インシデントレスポンダ，大学，

ほかのCSIRT，ベンダ情報，エンドー

スメントなど，幅広い分野を網羅する

必要があります．

どこにどんな情報が潜んでいて，ど

のように影響するかなど複雑に絡み

合った背景から必要な情報を探るのが

私の仕事なのです．ですから，24時

間情報収集のためにモニタに張り付い

ているというわけではありません．

ほかには各業界団体や同業の活動家

たちとの随時電話会議などで情報交換

をしています．セキュリティと一口に

言っても広範囲なので，あっという間

に１日が終わってしまいます．

◆世界を股にかけて会議などに参加し

ているとも伺いましたが，大きな目

的はどんなことなのでしょうか．

まず第一に，NTTは日本国内の

CSRITとしてFIRSTには比較的早期

の2005年に加盟しました（図２）．

FIRSTへの加盟は，他会員CSIRT

と信頼関係を築くこと，人的な関係を

含めさまざまな関係を強固にする意義



があると考えます．実際にインシデン

トレスポンスにつながったこともありま

す．例えば，実際に起きたインシデン

トで，他国のCSIRTの格別なご協力

をいただき追跡することができました．

FIRSTの信頼できる情報筋から必要事

項を入手して，対応に反映するという

感じですね．また，FIRSTの筋から報

告が前もって入る場合もあり，双方向

に解決し合える連携をとることができ

ると考えます．

最近では，ブラジル，アルゼンチン，

マルタなどで開かれたFIRSTの会員向

け，あるいは一般参加も可能な諸会議

に出席しました（写真）．

FIRST以外に，例えばNCSC-NL

（オランダ国家サイバーセキュリティ

センター）による招待ベースの会議な

どにも出席し，知見と人脈を広げてい

ます．

情報収集ももちろんですが，知名度

を上げる，他者からの信頼を得ること

も重要な活動の１つなのです．このた

め，外部への露出度を高めるために，

講演活動なども引き受けています．話

すことによって，NTT I3と我々が手掛

けるセキュリティの強みを発信するこ

とができます．これらの活動を通じて，

仲間を増やし，向かうべき方向性を定

めていきたいと考えています．

例えば，つい最近，NTT I3はクラ

ウドセキュリティアライアンスへ入会申

請を行い承認されました．

ここにはAT＆T，ベライゾンなど知

名度の高い企業が名を連ねています．

周知のレベルは何段階かによります

が，まずNTT I3の名を認識してもらう

こと，トッププライオリティがクラウ

ド，セキュリティであると知らしめる

ことですね．

ちなみに世界的な業界団体で両方手

掛けているのはクラウドセキュリティア

ライアンスだけだと思います．

彼らがホワイトペーパー策定などを

手掛けていますから，そこへ協力でき

れば，NTT I3の優れた人材，具体的

な活動，実力を外部に知らしめること

ができます．専門分野を対象に，広告

などよりも効果的なPR活動ができると

思います．

実力を知ってもらうには，何かをと

もに手掛けるのが一番だと考えてい

グローバルクラウドサービスの積極展開を目指す北米研究開発拠点
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図２　NTT-CERT（NTT I3）と代表的な国内外CSIRT連携 
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写真　６月16～21日までタイで開かれたFIRSTの会合にて
（左から２人目がAdachi研究員）
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ます．

◆世界のいたるところに危険が潜み，

それを追いかけている研究者たち

がいるのにもかかわらず，シリコン

バレーで活動する強みとは何でしょ

うか．

北米に拠点を設けるメリットとして，

時差を利用することができることが挙

げられます．カリフォルニアの場合，日

本の皆様がお帰りになる前にご連絡を

いただき，皆様が帰られ，お休みの間

にこちらで仕事をし，こちらの夕方に

お返しできると，日本の皆様は，翌日

朝一番には何らかの反応，成果，ある

いは途中経過を得ることができます．

一方で，米国内での業務では，必ず

しも有利でないこともあります．例え

ば，金融の中心はN.Y.，政治の中心

ワシントンD.C.はカリフォルニアから

３時間進んだ東海岸にあります．ただ

し，ベンダはカリフォルニアにいるとい

う意味では，N.Y.もまた不利であると

も考えられるのです．

例えば，かなり前のことになります

が，週末に新しいマルウェアの感染が

発生し，週の明ける順，ニュージーラ

ンド，オーストラリアからマルウェアに

感染し，日本，ヨーロッパと次々に感

染していき，東海岸が感染し，金融機

関が軒並み被害にあったことがありま

す．しかし，大手のウイルス対策ソフ

トベンダは西海岸に集中しているので，

カリフォルニアの月曜日の始業時間ま

でその被害を食い止めるための実効的

な対策を取ることができなかったこと

がありました．今はもうそんなことはな

いかもしれませんが，いろいろな意味

で，時差は大きな問題です．また，こ

の地域にベンダが集中しているのは

良いことも悪いことも両面ありますが，

その両面を把握できるメリットもあり

ます．

金融，政府関係のセキュリティにつ

いて，現状毎朝４時前に起きて情報収

集に努めていますが，今後，東海岸の

問題をどうカバーリングしていくかもさ

らに強化していきたいポイントです．

何度も繰り返しますが，世界のいた

るところで何が起きているか分からな

い状況です．

しかし，日付はニュージーランド，

オーストラリアから変わっていきます．

これは動かしようがありません．

◆NTT I3は今後，どのような活動に注

力していくのでしょうか．

今後，新しい方向性として，NTT

I3はビジネスの観点では，北米のNTT

企業（Dimension  DataやNTTア

メリカ，NTT DATA, Inc.）の３社

のデータセンタやセキュティサービスの

サポートをしていこうという大きな方向

性があります．

ミッションとして２つの側面があり

ます．すなわち彼らのビジネスを守る，

また彼らの顧客を守るためにどんな技

術が必要かを検討しています．

また，クラウドビジネスを拡大して

いくために，クラウドのセキュリティを

どう守っていくか，逆にクラウドのパ

ワーを使ってセキュリティをどう守って

いくかという両面から考えていかなく

てはなりません．

日本と北米のNTTグループの事業

は，お客さまへ提供しているサービス，

お客さまの性質，事業環境，規制環

境などで大きな差があります．このよ

うな差は，実はセキュリティ，特に

Attack vectorといわれる攻撃形態，

脆弱性対処，さらにはインシデント対

応に大きく影響します．これまで取り

組んできたCSIRTの経験や実績をうま

くマネージドセキュリティサービスを支

えるIPの開発に結び付けていきたいと

考えています．

そのために，実際に顔を合わせて情

報交換だけではなく，具体的にどう進

めていくかも詰め始めています．今は

基礎づくりを固めているところなので，

ヒアリングがカギになりますね．

そして，NTTのR＆Dには優秀でま

じめな人材が多く，資産だと思います．

面倒見の良さ，義理堅さなどもありま

すし，専門技術のみだけではなく，周

辺の技術も広範囲を網羅しているとい

うのも強みですね．研究所のこうした

活動をNTT I3がどうやって対外的に知

らしめるかも任務だと考えています．

黙っていたら何も始まりません．日

本企業もこうした活動もしていると思

いますが，NTTはその先頭ともいえる

活動をしているのですから，周知を徹

底し実力を知らしめたいですね．


