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グローバルな脅威に対抗するセキュリティR&D

巧妙化するサイバー攻撃

近年，公共団体や企業などに対する
サイバー攻撃は進化し続けており，セ
キュリティアプライアンスを用いて，
ウィルス定義ファイルやシグネチャ更
新を基にした検知と遮断などの対策が
行われています．しかし，攻撃者は，
新種のサイバー攻撃手法を使って検知
をすり抜けて侵入するため，インター
ネット経由での情報漏洩や改ざん等の
被害が後を絶ちません．これらに対応
するには，従来とは別のアプローチを
用いたセキュリティオペレーションが必
要と考えられます．本稿では，これら
新種のサイバー攻撃とそれに対応する
ためのNTT研究所，NTT Innovation 
Institute， Inc.（NTT I3）の取り組み，
そして，共同で構築した連携システム
と今後のグローバル展開について紹介
します．

新種のサイバー攻撃とその対応方法

攻撃者は，標的型メール，水飲み場
攻撃などを用いて，ユーザに，インター
ネット上に置いてある悪性プログラム
をダウンロードさせてユーザ環境に常
駐させ，インターネット経由による指
示により，情報漏洩，破壊行動，新た

な悪性プログラムへのアップグレー
ド，C&C（Command and Control）サー
バ構築などを行います．これらの一連
活動がインターネット経由で行われ，
さらに新しい悪性プログラムがつくら
れ続けているため，次に示す 3 つの対
応方法が有効であると考えています．

（1）　外部から脅威インテリジェン
スを積極的に取り入れ，被害を未
然に防ぐ

IPアドレス， URLなどのブラック
リストや，インターネット上で確認さ
れた最新の悪性プログラムの挙動など
の脅威インテリジェンスは，攻撃者の
侵入を防ぐことや，侵入後の活動を防
ぐことに役に立ちます．

（2）　対処設定オペレーションを自
動化することで迅速に実施する

新しい悪性プログラムの出現に対し
て，対処設定をより迅速に行うことで，
被害拡大を防止します．

（3）　多様な脅威インテリジェンス
に対して，最適な装置にて最適な
対処を設定する

さまざまなセキュリティアプライア
ンスが民間企業等のイントラネット
や，イントラネットとインターネット
との接続点に存在します．適切な対処
を適切な装置に設定することで，攻撃

者のインターネット経由の活動を阻止
します．

NTTセキュアプラットフォーム 
研究所の取り組み

NTTセキュアプラットフォーム研
究所では，サイバー攻撃に対して自動
対処する，セキュリティオーケスト
レーション技術を研究開発してきまし
た（1）．今後さらに巧妙化する新しいサ
イバー攻撃への対応方法確立に向け
て，現在，以下の 3 つの技術要素を実
現するリジリエントセキュリティエン
ジン（RSE）の研究開発に取り組ん
でいます（図 1 ）．
■脅威インテリジェンスを取り入

れた事前予防対処技術
インターネット経由のサイバー攻撃

からユーザを守るため，外部から積極
的に脅威インテリジェンスを取り入れ
ます．具体的には，世界中のサイバー
攻撃情報を収集する脅威インテリジェ
ンス基盤と連携し，攻撃発動前に攻撃
者のIPアドレス， URLなどをブラッ
クリストとして設定し，被害を未然に
防ぐ方法を用います．例えば，疑わし
い挙動を検知時，脅威インテリジェン
ス基盤からの攻撃元情報により，より
高い精度の判定が期待できます．

GTIP セキュリティオーケストレーション ネットワークセキュリティ

グローバルな脅威情報基盤を用いたセキュリティ
オーケストレーションの実現

GTIP（Global Threat Intelligence Platform） はNTT Innovation Institute, 
Inc.（NTT I3）が開発したサイバー攻撃の脅威情報の収集・配布システム
です．NTTセキュアプラットフォーム研究所のセキュリティオーケスト
レーション技術と連携させることで，脅威情報に基づく高度な防衛が可能
となります．本稿では，共同で構築・実施した連携デモや今後のグローバ
ル展開について紹介します．
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脅威インテリジェンスとの連携に
向けて，NTTセキュアプラットフォー
ム研究所では，NTT I3と綿密な交流
を図り，NTT I3が開発する脅威イン
テリジェンス基盤とRSEとのシステ
ム連携を進めています．後述するオペ
レーションの自動化フレームワーク
および，多様なセンサ ・ アプライアン
スを用いた最適判断対処技術を伴う
ことにより，攻撃 ・ 脅威に対してより
迅速かつ適切な対処の実施が期待で
きます．
■セキュリティオペレーションの

自動化フレームワーク
インシデント発生時にデータセンタの

セキュリティオペレータが攻撃・ 脅威の
検知ログにより攻撃の種別を確認し，
取るべき対処を判断します．その際に，
ネットワーク構成情報によりファイア
ウォールなどのふさわしい対処装置を
探し出し，該当装置に制御命令を送る
必要があります．現在，この一連のオペ
レーションにおいて，攻撃 ・ 脅威の情

報収集がSIEM（Security Information 
and Event Management）＊1 基盤等に
より一元化され，ファイアウォールの
制御が専用ツールにより簡易化される
状況ではありますが，オペレータが複
数の管理システムや制御ツールを用い
てセキュリティポリシーとネットワー
ク構成を把握したうえで，手動でイン
シデントに対処する必要があるため，
オペレーション負担と所要時間増が問
題としてあります．

そのため，収集，判断，対処のセキュ
リティオペレーションを迅速に行う
自動化フレームワークを研究開発し
ています．この自動化フレームワーク
では，単に複数管理システム ・ 制御
ツール間の連携動作を 1 つのプログ
ラムとして定義するだけでなく，ユー
ザが要望するセキュリティ強度に
よって同一種別の攻撃（例：マルウェ
ア感染）に対しても監視強化，遮断，
隔離などの異なる対処方法（例：通信
トラフィックを遮断，あるいは機器を

ネットワークから完全隔離）を選択可
能とし，さらにユーザのICT環境によ
り同一の対処方法において異なる装
置（例：物理スイッチ，あるいはハイ
パーバイザの仮想スイッチ）で通信遮
断等の対処を実施可能とした汎用的
なオペレーションの実現を目指して
います．
■多様なセキュリティセンサと 

アプライアンスを用いた，最適
判断対処技術
マルチベクタ攻撃に対して，ユーザの

ICT環境に分散配置される複数種類の
セキュリティセンサとアプライアンスを
用いる多層・面的防御が有効であると考
えられています．しかしながら，IDS

（Intrusion Detection System）＊ 2 や

＊1	 SIEM：サーバ，ネットワーク機器，セキュ
リティ関連機器などからログ情報を収集し，
集められたログ情報に基づき，故障や攻撃
等の異常があった場合に，管理者へ事実や
対策等を通知するシステム．

＊2	 IDS：ネットワーク上を流れるパケットを監
視し，不正なアクセス兆候があった場合に，
管理者に通知するシステム．
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図 1 　リジリエントセキュリティエンジン
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WAF（Web Application Firewall）＊ 3

などのセンサ ・ アプライアンスは，単
体での動作を前提として設計されてお
り，他機器との情報交換や動作連携が
十分考慮されていません．一部のベン
ダが自社製品間の連携ソリューションを
付加価値として提供していますが，マル
チベンダ製品による検知・制御範囲の
向上といった相乗効果が図れず，連携
の効果が限定的であると考えられます．

そのため，多種多様なセンサから脅
威情報を収集し，攻撃 ・ 脅威の種別お
よび最適な対処方法を判断したうえ，
ネットワーク上の最適な機器での対処
を実施可能とする最適判断対処技術を
研究開発しています．この最適判断対
処技術では，複数センサの検出情報を
併用して攻撃 ・ 脅威の事象と適切な対
処方法を判断でき，さらに検出情報間
の関連性を定義することで攻撃 ・ 脅威
の状態管理を可能にします．一方，対
処については，ネットワーク上に分散
配置されたアプライアンスの構成情報
を参照し，複数の候補から攻撃の根本
原因に近い個所を抽出した対処を実行
できます．

NTT I3の取り組み

NTT I3で開発を行っているGTIP 
（Global Threat Intelligence Platform）
について紹介します．GTIPは，世界
中の脅威情報を収集 ・ 解析し，サービ
スで活用可能な脅威インテリジェンス
として配布することを目的とした総合
基盤です．この基盤をNTTグループ
内で活用することにより，グループ全
体のセキュリティサービスの品質の向
上に貢献することを目指しています．

GTIPの主な特徴として， 多彩な脅
威情報をNTTグループ内外から幅広
く収集できること（収集機能），独自
の技術に基づいた高度な解析ができる
こと（解析機能），柔軟な入出力イン
タフェースを有すること（共有機能）
が挙げられます．これらの機能を組み
合わせることで，従来のリアクティブ
な防御では対策が困難になりつつある
近年の広範囲かつ複雑な脅威への対策
を行うことが可能となります（図 2 ）．
■収集機能

世界中に設置された脅威センサ（ハ
ニーポットなど），独自の商用Webク
ローラ，多数のコミュニティ ・ ベンダ

から提供される情報，NTTグループ
のセキュリティ事業者（MSSPなど）
から提供される情報を収集します．今
後もネットワークトラフィックなどの
情報源の追加が予定されています．
■解析機能

NTTセキュアプラットフォーム研
究所の協力のもとにNTT I3が 開発し
た高度なプログラム解析技術（テイン
ト解析＊ 4 技術）を用いて，マルウェ
アの悪性通信先リストを生成できま
す．加えて，レピュテーションの計算
や相関分析を行うことにより，詳細な
根拠情報や悪性度のスコアが付与され
た，活用しやすいインテリジェンスを
生成することができます．
■共有機能

収集 ・ 解析された膨大なデータは
Hadoopクラスタにて保管され，各デー
タには権限に応じたアクセス制限が設
定されます．ユーザ向けにはWebポー

＊3	 WAF：Webアプリケーションのやり取りを
利用した，インターネット等の外部ネット
ワークからの不正侵入を検知防御できる
ファイアウォール．

＊4	 テイント解析：実行時に重要なデータにタ
グを付与し，その詳細なデータフローを追
うことで情報漏洩などの検知が可能となる
解析手法．
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図 2 　GTIPの全体像
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タ ル やThrift APIな ど の イ ン タ
フェースが提供されており，さまざま
なサービス形態 ・ ニーズに対応可能で
す．また，ユーザのローカル環境に
GTIPの情報を同期するクライアント
LTIP（Local Threat Intelligence 
Platform）の提供や，一般向けサイ
トGTIR（Global Threat Intelligence 
Report）を介した情報の配信も担って
います．

GTIPのユースケースの 1 つとして，
共有したインテリジェンスをファイア
ウォールやIDS（Intrusion Detection 
System）などのネットワークセキュリ
ティ機器に入力することで検知 ・ 防御
能力を高めることが挙げられます．し
かし，判定基準となるセキュリティポ
リシーや制御対象となる機器とのイン
タフェースなどはユーザ環境ごとに異
なるためインテグレーションは容易で
はありません．そこで，これらの障壁
を緩和するためのレイヤとしてRSEと
の連携が期待されています．

GTIPとRSEの連携システムと 
今後のグローバル展開

現在，NTTセキュアプラットフォー
ム研究所とNTT I3は，定期的に情報

交換を進めています．2015年に入り，
RSEとGTIPの連携が，RSEにとって
はより高度なサイバー攻撃から防御す
るための脅威インテリジェンスの補
強，GTIPにとってはユーザ環境への
インテグレーションの容易化を実現
し，さらなる強固な防御を可能にする
ことが分かりました．そのため，2015
年第 1 四半期にRSEとGTIPの連携の
コンセプト実証デモの開発を共同で行
いました．

システムの連携形態としてはさまざ
まなものが考えられますが，本デモで
は一例としてGTIPの情報に基づいた
自動防御を行う形態を実証しました

（図 3 ）．
①GTIPが攻撃を検知し，②GTIP

がRSEに攻撃情報を通知し，③RSE
がその攻撃情報に基づいた判断を行
い，攻撃をブロックするようにネット
ワーク機器を設定します．この一連の
流れを自動化することにより，プロア
クティブな防御を行うことが可能とな
ります．実験の結果，システム連結は
問題なく可能であることが実証された
ため，本システムの実用化 ・ 高度化に
向けたさらなる発展が期待されていま
す．次の段階としては2015年の後半

に実施されるGTIPベータトライアル
において，実ユーザ環境における実証
を行い，運用も含めた課題の発見と解
決方法の検討を進めていく予定です．
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図 3 　GTIPとRSEの連携システム
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NTTセキュアプラットフォーム研究所で
は，NTT	 I3の開発したGTIPを用いて，より
高度なセキュリティオーケストレーション
技術の実現に取り組んでいます．
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