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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

お客さまのセキュリティ強化を� �
支援する取り組み

サイバー攻撃手法の巧妙化や脆弱な
IoT（Internet of Things）機器を踏み
台とした大規模サイバー攻撃（DDoS
攻撃）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．2020
年のビッグイベントを約 2 年後に控
え，重要インフラへのサイバー攻撃の
増加が予想されるため，重要インフラ
企業を中心にセキュリティ対策は喫緊
の課題となっています．また，経済産
業省より2017年11月に公開された「サ
イバーセキュリティ経営ガイドライン
Ver2.0」（1）では，防御等の事前対策だ
けでなく，事後対応（検知，対応，復
旧）を含めた包括的な対策を求めてい
ます．

NTTグループではお客さまを守る
ため，経営全般のリスクをマネジメン
トすることを目的として，事前対策と
事後対応を含めたトータルソリュー
ションを提供しています．本稿では，
研究所の技術 ・ インテリジェンスを活
用した 2 つの事例を紹介します． 1 番
目は予兆発見による防御強化，早期検
知による早期対応着手につなげる
NTTコミュニケーションズのセキュ

リティビジネスの取り組み事例です．
2 番目はOT（Operational Technology）
領域ならではの課題に取り組み，検
知 ・ 対応につなげるコラボレーション
事例です．

NTTコミュニケーションズにおける� �
セキュリティ対策のアプローチとビジネス展開

IoTやビッグデータ，AI（人工知能）
などといった新たな技術が登場し，そ
れらを利用して既存の課題を解決した
り，新たなビジネスを創造したりする
デジタルトランスフォーメーションに
向けた取り組みが広がっています．し
かしながら，それに伴って新たなリス
クが生じるのも事実です．そのような
リスクにどのように対処すべきか，「リ
スク低減」と「リスク管理」「異常察
知力」「事業回復力」そして「組織的
予防」から考えていきます．
■拡大し続けるセキュリティリ 

スク
昨今エンタープライズICTの領域で

は，最新のテクノロジを積極的に活用
した事業や業務における新たな知見を
見い出す，あるいは新たな事業を創造
する「デジタルトランスフォーメー
ション」が注目を集めています．例と
してIoTを活用してさまざまな情報を

収集し，それをビッグデータ化し，
AIを使って分析するといったことが
考えられます．

デジタルトランスフォーメーション
は企業にとって有効な取り組みだとい
えますが，一方で新たなリスクが生ま
れることにも意識を向けなければなり
ません．例えば新たなサービスを生み
出して市場に投入するということにな
れば，環境の変化によって新たなリス
クが生じることも十分に考えられま
す．また製造ラインにおいてIoTに代
表される新たなテクノロジを使った自
動化を進めれば，外部からのサイバー
攻撃によって製造工程全体に影響が及
ぶといったことも起こり得るでしょ
う．こうしたリスクがデジタルトラン
スフォーメーションには含まれている
ことをあらためて認識し，対策を検討
する必要があります．

実際，サイバー攻撃の対象は広がり
続けているほか，従来は想定していな
かったリスクが顕在化しています．サ
ンフランシスコで発生した地下鉄シス
テムのハッキングや，ウクライナの発
電所でマルウェア感染に起因する大規
模停電の発生などは，その代表例とい
えるでしょう．そもそも発電所システ
ムは，一方で不具合が発生しても残り

デジタルトランスフォーメーション リスクマネジメント 事前対策＆事後対応

お客さまのニーズにこたえるセキュリティ事業

NTTグループは研究所の技術・インテリジェンスを活用した高品質の
トータルセキュリティソリューションを提供することで，お客さまの企業
成長などのニーズにこたえ，お客さまに選ばれ続ける「バリューパート
ナー」をめざしています．本稿では，サイバーを取り巻く環境変化や政府
動向を踏まえ，研究所の技術・インテリジェンスを活用し，お客さまのニー
ズにこたえる ２つの事例を紹介します．
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のシステムで作業が継続できるように
冗長化されていると考えられますが，
それでもこういった事態に陥ったとい
うことは，極めて巧妙な攻撃が行われ
たと想像できます．また先日大きな被
害を生み出したWannaCryは，サイ
バー攻撃の手法としては決して新しく
はありませんが，この攻撃によって病
院のシステムがダメージを受け，診療
や手術が行えなくなったという事例
は，サイバー攻撃によるリスクが極め
て広範囲に広がっていることを示して
います．
■未知のリスクを想定した改善サ

イクルの確立
サイバーセキュリティはすでに経営

課題として認識されるようになり，そ
れによって個々のシステムを守る

「ICTマネジメント」から，グループ
経営を守る「リスクマネジメント」と
して考えるべきフェーズに移行してい
ます．その課題は内部起因と外部起因，
そして対策可能な既知のリスクと想定
外の未知のリスクの ４ 象限に分けて考
えることができます（図 １ ）．第 1 象
限から第 ４ 象限は環境の変化に応じて
それぞれが連携し高度化されていくイ

メージとなっていますが，これらの課
題を解決するうえでポイントとなるの
が「リスク低減」「リスク管理」「異常
察知力」「事業回復力」そして「組織
的予防」です．

リスク低減において重要となるの
は，グループ経営のICTマネジメント
環境をシンプルに見直すことです．イ
ンターネットとの接点が拠点ごとにあ
るかたちよりも，接点を 1 つに集約し
たほうがリスクは低減されます．こう
いったかたちでアーキテクチャのシン
プル化を図っていくことがポイントで
す．それに応じて，利用規程も整備す
べきです．性善説ではなく，性悪説，
あるいは性弱説で見直しを行い，内容
を固めて，それを従業員へ落とし込ん
で，基本行動の徹底や文化の醸成を図
る．これがデジタルトランスフォー
メーション時代のリスクマネジメント
に求められています．

リスク管理では，未知のリスクを想
定した改善サイクルの確立がポイント
になります．実務層における情報セ
キュリティマネジメントに加え，経営
層におけるモニタリング（Monitor），
評価（Evaluate），方向付け（Direct），

報告（Report）といった改善サイク
ルを回していきます（図 ２ ）．ここで
ポイントとなるのは，利害関係者との
定期的な情報共有です．インシデント
が発生した際，利害関係者との間に信
頼関係が醸成されていれば，インシデ
ント発生に伴う不安が不信感にまでは
至らずに済むといわれています．それ
にはインシデントが発生したときだけ
でなく，平時の営みも重要です．

個々のシステムにおいては，開発 ・
構築から運用，改善，企画 ・ 設計のシ
ステムライフサイクルが規定されてい
ると思います．そのサイクルにセキュ
リティの観点も埋め込んでおけば，シ
ステムのセキュリティレベルを統一す
ることが可能です．さらに運用フェー
ズにおける脆弱性管理の体制やセキュ
リティログの管理，あるいは監視する
仕組みをルール化し，それが満たされ
ていなければ本番稼働を許可せず，
整った時点で許可する，といったルー
ルを明確化して徹底することで，セ
キュリティレベルの向上が図れるで
しょう．

こうしたセキュリティレベルにおい
て公平な “ものさし” を設け，基準を

巧妙に侵害する脅威への対策

インテリジェンス共有と　
連携防御・

被害の影響範囲特定・
被害端末の識別・

標的型攻撃の侵害対策・
ゼロデイ攻撃の侵害対策・

規定違反するID（人）の識別・
規定違反する端末の識別・
異常なID（人）の識別・

異常な端末の識別・
異常なトラフィックの識別・

想
定
外
・
未
知
の
リ
ス
ク

外部起因市販技術で検知可能な驚異への対策

・DoS／DDoS対策
・既知の脆弱性を突く攻撃対策
・既知の手法やツールによる攻撃対策
・悪性または不正サイトの対策
・ウイルス対策

・各種ログの適切な管理
・特権ID管理，アクセス権管理
・データ保護，暗号化
・構成管理と脆弱性管理
・サーバ一元管理（＋分散配置）
・ネットワークのマルチ
　セグメント化

対
策
可
能
な
既
知
の
リ
ス
ク

内部不正の見える化とその評価内部起因システム環境のリスク低減

・現状把握
・リスク評価
・管理体制確立
・インシデント対応
・教育，演習

図 1 　経営環境を取り巻くサイバーセキュリティの課題
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整えておくことも重要です．一例とし
ては，プロセス，人 ・ 組織，技術のそ
れぞれの観点において成熟度を測定で
きるモデルをつくり，それをベースに
評価を行っていくといった取り組みが
考えられます．成熟度の評価を 1 年に
1 回実施すれば，現状を適切に把握す
ることが可能になり，具体的な施策を
検討するうえで有効な指針となりま
す．またお客さま情報を扱うシステム
はレベル ４ 以上，社内限定のシステム
であればレベル 2 以上など，セキュリ
ティ投資の目安として使うことも効果
的です．こうしてセキュリティ投資の
優先順位の判断に利用すれば，効率の
良い投資にもつながります．
■リスクマネジメントにおける

CSIRTの役割
リスクマネジメント体制もリスク管

理において重要な要素です．リスク管
理で軸となるのは戦略的，長期的な目
線であり，このシステムがサイバー攻
撃を受けた場合，事業にどの程度のイ
ンパクトが生じるのかを計測すること
が，リスク管理におけるアセスメント
のポイントになります．そのため，戦

略管理部隊が事業継続性や危機管理の
観点からリスク評価を行い，そのリス
クを許容できるのかどうか，許容でき
ないのであればどのような投資を行う
べきかなどといったことを考えていか
なければなりません．

従来サイバーセキュリティにおいて
中心的役割を担っていたのは情報シス
テム部門です．しかし経営責任として
セキュリティがとらえられるように
なった今，戦略管理部隊と情報システ
ム部門は両輪で進めていくことが求め
られます．ただしこの 2 つの組織は通
例対極にあり，例えばインシデントが
発生したときの対処の優先順位が異な
るほか，使う用語も違います．そのた
め，このような体制をつくっても，コ
ミュニケーションがうまくいかずに時
間がかかったり，適切な対処ができな
かったりするおそれがあります．それ
を防ぐには，両組織を橋渡しする役割
が必要であり，それがCSIRT（Com
puter Security Incident Response 
Team）になります（図 ３ ）．

CSIRTはICT環境における消防署
的な存在であり，問題が発生したとき

に迅速に鎮火する役割を担います．ま
た，そもそもインシデントが発生しな
いように普段から教育や演習を実行し
評価する部隊でもあります．メンバは
企業やそのグループ内の業務に精通し
ていて，かつ技術にも明るい精鋭たち
です．そういった人たちが何か起きた
ときの旗振り役として機能することを
考えると，CSIRTはリスクマネジメ
ントにおいて要となる組織といえます．
■攻撃検知においてSIEMが果たす

役割
次のポイントとなるのは異常察知力

です．サイバーセキュリティ対策をど
れだけ実施し，体制を整えたとしても，
サイバー攻撃の対象となり得ます．そ
のサイバー攻撃に対していかに早く気
付くことができるかが重要です．その
ためには，まず世の中で何が起こって
いるのかを知ることが不可欠です．

NTTコミュニケーションズでは，
イスラエルのKELA社と提携し，ダー
ク ネ ッ ト 情 報 収 集 で 定 評 の あ る
KELA社が提供するインテリジェン
トサービス「RaDark」にNTTコミュ
ニケーションズのインテリジェンスサ

検知

対応

強化

運用改善

許可

開発
・
構築

企画
・
設計分類

防御特定

グループ内の各種ICT環境

情報セキュリティマネジメント

モニタリング
（Monitor）

方向付け
（Direct）

評価
（Evaluate）

経営層

報告（Report）

利害関係者

【グループ全体の改善サイクル】 【システム単位の改善サイクル】

実務層

システムライフサイクル

図 2 　未知のリスクを想定した改善サイクル（PDCA）の確立



NTT技術ジャーナル　2018.2 15

特
集

ポートを組み合わせ，高品質かつ幅広
い情報ソースによるインテリジェンス
サービスの提供を行っています．外部
の動向を知るうえで，このサービスは
極めて有効であると考えています．

また異常に対していち早く気付くこ
とも重要であり，その対策として提供
しているのがWideAngleのマネージド
セキュリティサービス（MSS: Managed 

Security Services）で す．MSSの 中
核として，お客さまICT環境のログを
1 カ所に集約し，サイバー攻撃やその
兆候を見つけ出す機能は，セキュリ
ティ・オペレーション・センター（SOC）
が提供しますが，同サービスの提供に
あたっては，日本および海外で10カ所
のSOCを運営するNTTセキュリティ
が担っています．分析では，NTTセ

キュリティが独自に開発したSIEM
（Secur i t y  I n f o r  ma  t i on  Even t 
Management）による自動分析とアナ
リストによる詳細分析が行われ，セ
キュリティ機器では見分けにくい脅威
を抽出します．2017年 8 月の 1 カ月
間において，東京SOCに100社から送
られてきた証跡（ログ）は４2３億件あ
りました（図 ₄ ）．そのうち，NTTセ

技術的

・セキュリティ機器の導入・運用
・管理基盤の導入・運用
・インテリジェンスの集積・発信
・IR対応（検知，分析，フォレンジクス等）
　など

情報システム
部門

長期的

・教育・演習計画・実行・評価
・インシデント対応活動の指揮
・情報統制
　など

CSIRT

短期的

・戦略立案
・予算管理
・監督・監査
・事業継続性・危機管理
・経営や利害関係者への報告
　など

戦略・管理
CSIRTは…
事態を鎮静化する
消防署であり，
犯人を見つける
警察署ではない！

戦略的

図 ₃ 　リスクマネジメント体制の全体像

SOC顧客のうち100社の実績
（2017年 8 月 1 カ月間）お客さまへの報告

160

872,000

UTMProxy

Sandbox

IPSFW

42,340,000,000　件

100社の証跡は 1カ月423億件で，うち160件の脅威が存在！
企業等では月間平均1.6件の危険なイベントが発生！

対象デバイスから
集められた
誤検知を含むすべてのログ

独自SIEMエンジンに
よる分析および絞り込み

アナリストによる
詳細分析および絞り込み

図 ₄ 　SIEMの有効性（2₀1₇年 ₈ 月の実績）
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キュリティ独自のSIEMエンジンによ
る分析で87万2000件に絞り込み，ア
ナリストによる詳細分析で160件を危
険なイベントと判断しています．極め
て高度化されたSIEMエンジンを使
い，さらに専門のアナリストが毎日2４
時間体制で分析する，このような取り
組みを行わないと事実を詳細に把握す
ることができません．これが今求めら
れている対策です．

100社分のログから160件の脅威に
つながるログが見つかったということ
は，SIEMを活用しているセキュリ
ティ意識の高い企業においても，わず
か 1 カ月で 1 〜 2 件の脅威が潜り込ん
でいることになります．このようにサ
イバー攻撃は極めて頻繁に行われてい
ることにも注目していただきたい事実
です．

なおSIEMによるログ分析におい
て，有効なのはプロキシサーバのログ
です．東京SOCのお客さまのうち1３
社を抽出し，観測結果を分析したとこ
ろ，プロキシ単体，あるいはプロキシ
とセキュリティ機器の組合せで極めて
多くの脅威が検知されています．その
理由としては，時系列で通信の状況を
把握できること，そしてリファラに代
表される有効な情報がログに記録され
ることが挙げられます．

こうした状況を踏まえ，NTTコミュ
ニケーションズでは，従来対応してい
なかったプロキシのみでのSIEMによ
る分析メニューの提供も開始しまし
た．セキュリティ製品だけでなく，ネッ
トワーク機器，あるいはプロキシのロ
グもセキュリティ上極めて有効である
と理解していただきたいと思ってい
ます．

SIEMはログやパケットをまず収集
し，それを分析エンジンにて自動的に
潜在的なリスクを可視化，そしてアナ

リストが詳細分析を行い，危険度や誤
検知を判断するというフローになりま
す．この自動的な分析過程の中では，
悪性サイトとの通信有無をチェックす
るのですが，その照合で使われるブ
ラックリストでは，NTTセキュアプ
ラットフォーム研究所（SC研）が開
発したマルウェア対策用ブラックリス
ト（RELIEF）も活用しています．
RELIEFは，SC研独自の脅威情報基
盤であり，ハニーポットや動的解析に
より生成され，他社での発見が困難な
悪性サイトを含んだブラックリストで
す．さらなる悪性サイトの検知力を高
めるために，ドメイン解析技術におい
てもSC研の協力を得ています．分析
エンジンではAI技術も積極的に活用
しており，悪性サイトのドメイン検知
としては，マルウェアが自動生成する
ドメインネームを99.5％の確率で検知
する能力も備えています．
■インテリジェンスの積極的な 

活用
最後の 2 つは，事業回復力と組織的

予防です．事業回復力を高めるには，
マルウェアに感染したPCの素早い特
定と封じ込め，分析，拡散防止，根絶，
復旧といったプロセスを組み立ててい
きます．難しいのは，業務を止めるこ
とになってしまう封じ込めです．その
判断は誰が下すのか，どういう手続き
でするのかは，インシデントが発生し
たときに考えられるものではありませ
ん．あらかじめ事前に検討しておくべ
きです．

またインシデントに対する復旧力，
回復力の強化は，最後にお客さまに報
告するまでが一連のプロセスです．そ
のため技術的なことだけでなく，コ
ミュニケーション面も含めて対処を考
えていくことがレジリエンスの強化に
つながります．

さらに組織的な予防も考えていく必
要があります．特にM＆Aで買収した
企業，あるいは新しく設立した子会社
などはセキュリティレベルが低い状態
であることが考えられます．攻撃者は
そのようなレベルの低い部分をねらう
ため，何らかの対策を考えなければな
りません．

この場合，本社が乗り出してセキュ
リティ対策を行うのではなく，グルー
プ共通基盤をプロキシなどで構築し，
インターネット接続して利用してもら
い，それに対して子会社からは利用料
を徴収するといった仕組みが考えられ
ます．これならば安価に提供できるた
め，セキュリティに大きな予算をかけ
られないグループ企業でも，十分に利
用できるでしょう．そのプロキシのロ
グをSIEMで分析すれば，脅威を検知
することも可能です．さらにインテリ
ジェンスの積極的な活用も，組織的予
防において有効になります．

グループ共通基盤でURLフィルタ
リングを実施し，悪性サイトへの通信
を遮断することができれば，セキュリ
ティ的に大きなメリットがあります．
こうしたニーズにこたえるサービスと
して，NTTコミュニケーションズで
は「Active Blacklist Threat In tel li
gence」を提供しています．これは東
京SOCにおける日本の企業や官公庁
のセキュリティ監視業務で発見された
悪性サイトの情報をブラックリストと
してリアルタイムに提供するもので
す．このサービスをネットワーク機器
などに取り込むことで，新しく構築さ
れたブラックサイトへの通信を速やか
に遮断でき，リスクを低減することが
できます．

そのほかNTTコミュニケーション
ズでは，前述したように攻撃者が情報
を共有したり交換したりするダーク
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ネットの情報も入手できる環境を整
え，お客さまに提供しています．この
ように事前に精度の高い情報を収集す
ることができれば，攻撃に対してピン
ポイントで防御することが可能になり
ます．従来，攻撃者が圧倒的に優位で，
防御する側との差は広がる一方でした
が，インテリジェンスを活用すること
で予防保全などの従来は難しかった取
り組みも実現できます．

さらに何らかの攻撃ツールが登場し
た際，その情報をいち早く察知して企
業間で速やかに共有すれば，攻撃側に
とっては攻撃の効率やコストが悪化し
大きなダメージとなります．このよう
にしてグループ内，あるいは社会全体
でインテリジェンスを共有する．こう
した営みがデジタルトランスフォー
メーション時代のリスクマネジメント
では必要になってきています．
■今，特に注視すべきセキュリティ

対策
前述したように，サイバーセキュリ

ティの課題は内部起因と外部起因，そ
して対策可能な既知リスクと想定外の
未知リスクの ４ 象限に分けて考えるこ
とができます（図 1 ）．今まで外部か
らのサイバー攻撃（外部起因）が巧妙
化，増大化し，対策を優先してきた一
方，内部起因×未知リスク（第 1 象限）
の対策がこれからの課題として浮上し
ています．これには，メンテナンス作
業やUSBメモリなどによるデータ持
込みの際に，一緒に持ち込まれたマル
ウェアの異常な振る舞いなども含まれ
ます．

これらの課題に対する主な対策を 2
つ挙げます．

（1）　MDR
PC端末などエンドポイントにおけ

る未知のマルウェアの異常な振る舞い
をリアルタイムに検知し，感染拡大等，

被害が拡がる前に速やかに遠隔から感
染端末の隔離 ・ 被害状況の把握 ・ 駆除
などを能動的に行うMDR（Managed 
Detection and Response）です．Wide
Angleマネージドセキュリティサービ
スでは，セキュリティ脅威の検知と通
知にとどまらず，SIEMやアナリスト
による精度の高い判定に基づきエンド
ポイントへの対応を迅速にすることで
セキュリティインシデントリスクを低
減することができます．また，MDR
において重要な技術要素となる，エン
ドポイント内でのマルウェアの悪性挙
動を検知する根拠となる定義ファイル
IOC（Indicator of Compromise） に
おいては，NTTセキュリティの豊富
な知見に加えて，SC研のカスタム
IOCを活用していく考えです．

（2）　UEBA
正規のユーザによる不審な挙動，つ

まり従業員の不正行為をできるだけ兆
候 の 段 階 で 検 知 す るUEBA（User 
and Entity Behavior Analytics）と呼
ばれる分野です．内部不正は経営責任
に直結するセキュリティインシデント
や事業継続を脅かす脅威となり得るた
め，それらのリスク対策として注目を
浴びています．

また，IoT時代の到来で，IoT/OT
領域におけるセキュリティ確保も重要
になってきており，本対策の課題も，
前出の図 1 にて説明できます．IoT/
OT領域では，初期段階である第 2 象
限から考える必要がある場合も多く，
IT/OT統合システムの現状や潜在的
脅威，リスクの把握から始めて，セキュ
リティ対策の設計 ・ 構築，そして運用
におけるセキュリティモニタリング，
さらに内部起因の脅威対策へと進化さ
せる必要があります．

WideAngleマネージドセキュリティ
サービスを共同で提供するNTTコ

ミュニケーションズおよびNTTセ
キュリティでは，高度化し続けるサイ
バー攻撃に対抗するため，さまざまな
技術を活用したセキュリティソリュー
ションを積極的に展開しています．例
えば2017年 5 月には，NTTセキュリ
ティは，サイバーリーズン ・ ジャパン
株式会社が持つAIを活用したサイ
バ ー 攻 撃 対 策 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

「Cybereason」とNTTセキュリティが
運用するMSSプラットフォームを組
み合わせ，未知のマルウェアやランサ
ムウェアを検知するトータルセキュリ
ティソリューションを展開していくこ
とを発表しました．またOT領域のセ
キュリティ対策のためのソリューショ
ン展開も積極的に行っています．この
領域では，NTTセキュリティが産業
制御システム向けセキュリティサービ
スである「IT/OT統合セキュリティ
サービス」を提供するほか，株式会社
ICS研究所およびNTTコミュニケー
ションズと共同で，IoT領域における
セキュリティ人材の育成を目的とした
プログラムを展開します．

OT領域におけるリアルタイム検知 ・
対応技術適用のコラボレーション事例

重要インフラのシステムにはICT領
域（情報システム）とOT領域（制御
システム）があります．一般的に情報
システムが機密性重視，比較的短いシ
ステム更新期間，通常業務時間内のシ
ステム稼動という特徴があるのに対し
て，制御システムは長期間のシステム
利用，2４時間３65日連続のシステム稼
動という可用性重視の特徴がありま
す．従来は，インターネットから独立
した制御システムネットワークである
ことで安全である，という考えに基づ
いたセキュリティ対策が行われていま
した．しかし，デジタルトランスフォー



NTT技術ジャーナル　2018.218

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

メーションによって，ICT領域のみな
らずOT領域においても最新のテクノ
ロジを積極的に活用した事業拡大 ・ 最
適化が行われ，USBメモリを介した
攻撃やメンテナンス回線を経由した攻
撃などの新たなリスクが発生していま
す．その結果として，地下鉄システム
のハッキングや発電所におけるマル
ウェア感染などが発生しています．

NTTでは三菱重工業株式会社との
コラボレーションにより，社会基盤な
どで使われている産業機器へのサイ
バー攻撃に対するセキュリティ技術の
開発に取り組んでいます（図 ₅ ）．具
体的には，サイバー攻撃を自動検知し，
防御策を施す制御システム向けの試作
機を開発しています．信号やセンサ情
報の値変化や発生頻度 ・ 周期が特有で
ある制御システムのプロトコルに対応
しており，部分的に異常が含まれる通
信において異常個所のみを対処して無
害化することにより制御システムの継
続運用を向上させる商用化装置の開発

を進めています．
今後，三菱重工業の防衛 ・ 宇宙分野

で培った信頼性の高い制御技術と
NTTグループの最先端のセキュリ
ティR&D技術を組み合わせて，シス
テム故障を誘引するサイバー攻撃から
産業向け制御システムを防御するシス
テムの開発を進め，高い可用性を必要
とする火力発電設備や化学プラント
などへのビジネス展開をめざします．

今後の展開

NTTグループは研究所の技術 ・ イ
ンテリジェンスを活用した高品質の
トータルセキュリティソリューション
を提供することで，お客さまの企業成
長などのニーズにこたえ，お客さまに
選ばれ続ける「バリューパートナー」
をめざしていきます．

■参考文献
（1） http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/

mng_guide.html

（上段左から） 松田  耕一/ 長竹  幸輝
（下段左から） 竹内  文孝/ 与沢  和紀

NTTグループはエスカレートするサイ
バー攻撃に対し，研究所の技術 ･インテリ
ジェンスを活用した高品質のトータルセ
キュリティソリューションを提供し続ける
ことで，お客さまの企業成長等のニーズに
こたえます.
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 プロデュース担当（セキュリティ）

TEL ₀₃-₆₈₃₈-₅₃₇₅
FAX ₀₃-₆₈₃₈-₅₃₄₉
E-mail　sec-pr-ml hco.ntt.co.jp
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図 ₅ 　重要インフラの安心・安全な運用


