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エスカレートするサイバー攻撃に立ち向かうNTTグループのセキュリティ

サイバーを取り巻く環境変化と� �
新たなセキュリティ対策の必要性

自律的な動作能力を高めたマルウェ
アが現れるなど，サイバー攻撃手法の
巧妙化が進みつつあることに加え，セ
キュリティの観点でそもそも脆弱な
IoT（Internet of Things）機器がネッ
トにつながれ，それらを踏み台とした
大規模サイバー攻撃（DDoS攻撃）が
発生するなど，セキュリティ脅威はま
すますエスカレートしています．この
ため，サイバー攻撃対策技術のさらな
る高度化が求められるのに加え，経済
活動の進展に伴うICT環境のパラダイ
ムシフトを見据えた新たなセキュリ
ティ脅威への対策技術が必要とされて
います．

また，2020年のビッグイベントを
約 2 年後に控える中，重要インフラへ
のセキュリティ脅威の増大，およびイ
ンシデント未然防止の活動やインシデ
ント発生時の対応における稼働不足に
対する懸念が深刻なものとなっていま
す．このため，重要インフラのセキュ
リティ確保にかかわる技術開発と，包
括的なセキュリティ ・ リスクマネジメ
ントの強化およびAI（人工知能）な
どの導入による各種運用対処の効率化

が喫緊の課題となっています．
さらに，これらの「守り」のセキュ

リティとは別に，2017年 ５ 月の改正
個人情報保護法施行を背景とするIoT
時代の本格到来をにらんだ安心 ・ 安全
なデータ利活用ビジネス，いわゆる「攻
め」のセキュリティに対するニーズも
高まっています．このため，暗号など
をはじめとする情報セキュリティ技術
の活用によるリスク回避と，経済活性
化に向けた新たな価値創造の取り組み
が大いに期待されています．

NTTセキュアプラットフォーム研
究所（SC研）では，このような昨今
のサイバーを取り巻く環境変化や市場
からのニーズを踏まえ，①巧妙化 ・ 大
規模化するサイバー攻撃への対抗，②
OT（Operational Technology）/IoT
向けの新たなセキュリティ対策技術，
③トータルなセキュリティ運用を支え
る効率化技術，④安全 ・ 安心なコミュ
ニケーションとデータ利活用の実現，
の ４ つの柱を打ち立てて研究開発に取
り組んでいます（図 １ ）．このうち，
②〜④の柱については，本誌2017年
2 月号および ４ 月号の特集にて最近の
状況を言及していることから，本特集
では 1 番目の柱であるサイバー攻撃対
策技術に関して，脅威の動向，事業に

おける課題やニーズ，そしてそれらを
踏まえた最先端の研究開発について紹
介します．

セキュリティ対策におけるお客さまの
ニーズにこたえるソリューション

NTTは2016年 ８ 月にMSS（Managed 
Security Service）とセキュリティ専
門技術によるコンサルティングをワー
ルドワイドに展開するNTTセキュリ
ティを設立しました．NTTグループ
がそれまで有していたセキュリティの
エキスパート，高度分析基盤，脅威情
報，専門技術を一挙に結集し，競争優
位性の確保ならびに経営の効率化を
図っています．

設立以来，Dimension Data，NTT
コミュニケーションズ，NTTデータ
をはじめとしたグループ会社は，
NTTセキュリティが提供する先進的
な技術とサービスを組み込んだトータ
ルソリューションを国内外に広く展開
しています．

特に，昨今は企業のリスクマネジメ
ントにおいて，情報資産を守るための
従来型のITセキュリティ対策に加え，
ＢＣＰ（事業継続性）を確保するため
のOTセキュリティ対策の重要性が高
まっています．この現状を踏まえ，

セキュリティ サイバー攻撃 MSS

巧妙化 ・大規模化するサイバー攻撃から
お客さまを守る先端セキュリティR&D

本特集では，巧妙化・大規模化という傾向でますますエスカレートする
昨今のサイバー攻撃動向および事案と，グループ会社のセキュリティ事業
における課題やニーズ，ならびに，お客さまのセキュリティ対策における
最新ニーズを踏まえたうえで今後必要とされる最先端でかつビジネスの競
争力強化につなげるためのサイバー攻撃対策技術の研究開発について紹介
します．
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NTTセキュリティは，産業制御シス
テムを構成するコンポーネントおよび
内在するリスクを見える化してセキュ
リティ対策を提供するコンサルティン
グサービスと，産業制御システムの
ネットワークを常時監視してサイバー
攻撃の予兆検知，分析，即時遮断を実
施するMSSにより構成される「IT/
OT統合セキュリティサービス」を， 
工場，プラント，電力，医療等の重要
インフラを防御するセキュリティサー
ビスとして提供し始めています．

セキュリティ事業の競争力強化を図る
サイバー攻撃対策技術の研究開発

巧妙化 ・ 大規模化するサイバー攻撃

へ対抗していくために研究開発すべき
技術は多々あります．SC研で取り組
んでいるものについて，セキュリティ
脅威への新たな対策技術として取り組
む「新たな技術」と既存の対策技術の
さらなる高度化が求められる「強化す
る技術」に分類し，その概観を図 ₂ に
示します．
「守り」のセキュリティにおけるこ

れまでの主な監視対象は，多くの場合，
法人およびホームのネットワークや，
ISP（Internet Service Provider）の
ネットワークであったといえます．し
かしながら，巧妙化 ・ 大規模化するサ
イバー攻撃に追随すべく対策技術を刷
新するためには，エンドポイントや

バックボーンのネットワークといった
監視対象の拡大を図るとともに，サイ
バー攻撃が衝いてくるユーザの行動や
心理にも着目して「新たな技術」を創
出する必要があります．

SC研で取り組む「新たな技術」と
して，具体的には，エンドポイントで
の感染検知や感染後の痕跡特定を実現
するIOC（Indicator Of Compromise）
の生成に適用される要素技術であるテ
イント解析＊ 1やフォレンジックス＊ 2

＊1	 テイント解析：任意のデータに設定したタ
グをルールに従って伝搬させることでデー
タ間の依存関係を分析する手法．

＊2	 フォレンジックス：インシデントの原因究
明や証拠発見などを行うための電子情報の
分析およびその技術的手法．

事業会社

①巧妙化・大規模化するサイバー攻撃への対抗

③トータルなセキュリティ運用を支える効率化技術

④安全・安心なコミュニケーションとデータ利活用の実現

②OT/IoT向けの新たなセキュリティ対策技術

通信サービス

・NTTの強みを活かし，対策技術のさらなる
　高度化をめざす
エンドポイント対策，ICT向けオーケストレーション，

xFlow観測・解析，ユーザブルセキュリティ

・OT/IoTシステムの特性を踏まえた対策技術の
　実現をめざす（制御系，ホーム，モビリティ）
真贋判定，アノマリ検知，IoT向けオーケストレーション

次世代認証，次世代モビリティ・セキュリティ

・セキュリティリスクへの対応力強化をめざす
統合リスクマネジメント，NTT-CERT活動，セキュリティ設計

・セキュリティ技術による新たな価値創造をめざす
多者間鍵交換，秘匿化（匿名化，秘密計算）

守りの
セキュリティ

攻めの
セキュリティ

法人ソリューション

技術，インテリジェンス

新ビジネス

図 ₁ 　セキュリティR&Dの全体像
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エスカレートするサイバー攻撃に立ち向かうNTTグループのセキュリティ

が挙げられます．
また，バックボーンにおけるフロー＊ ３

を解析することで，ボットネットマス
タの検知やボットネットを構成する
サーバ群の推定が可能になり，重要イ
ンフラなどへのセキュリティ脅威に対
抗できるようになります．

さらに，ユーザの行動や心理に依存
する手の込んだサイバー攻撃に対して
は，ユーザブルプライバシ＆セキュリ
ティと呼ばれる，世界的にも最近ホッ
トになりつつあるセキュリティやプラ
イバシ保護と，高いユーザビリティを
効率的に両立させる，技術だけではな
い分野横断的な研究領域における新た

な手法により，その検知が可能になり
ます．

＊3	 フロー：TCP，UDPやICMPの宛先・送信
元のIPアドレスとポート番号の組合せで識
別するセッション．

大久保  一彦

セキュリティR&Dでは，事業等の現場で
起きている実際のサイバー攻撃をいかに収
集 ・分析し，効果的な対策技術を編み出す
かが肝要です．このため，NTTグループでは，
日々，事業会社と研究所が一丸となり，外
部ステークホルダーと連携しつつ，世の中
のセキュリティ向上に努めています．

◆問い合わせ先
NTTセキュアプラットフォーム研究所
	 企画担当
E-mail　scpflab lab.ntt.co.jp
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図 2 　巧妙化・大規模化するサイバー攻撃への対抗


