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OSやアプリケーションの脆弱性を狙った悪質なウイ

ルスやネットワーク・システムを狙った攻撃／不正侵

入など、サイバー犯罪は一向に衰えを見せず、セキュ

リティ脅威の多様化・巧妙化が急速に進んでいる。最

近では、修正パッチ公開前の脆弱性を利用した「ゼロ

デイ攻撃」や、Webアプリケーションの脆弱性を狙っ

たSQLインジェクションやクロスサイトスクリプティ

ング、さらにはWebサイトの改ざんを通じて複数のマ

ルウェアに感染させる法人サイトなどへの「ガンブラ

ー（Gumblar）」型攻撃が急増。しかもウイルス自体の

自動更新機能などによる新種／亜種の多発で、検知が

ますます困難になっている。改ざん攻撃に気づかずそ

のまま放置しておくと、サイトの訪問者がWebブラウ

ジングの最中にウイルスやマルウェアに感染する危険

がある。すなわち、サイト運営者は、改ざんの被害者

であると同時に、サイト訪問者に被害を与える加害者

になってしまうおそれがある。実際、コンピュータの

不正操作などを狙う不正プログラム「ボット」などに

感染し、感染したPCが次なる攻撃を引き起こす「加害

者」となるような事例が多発している。

一方、サイバー犯罪の性質も、ハッキングやプログ

ラミングの腕前を誇示する愉快犯的性質のものから、

金銭につながる個人情報の詐取、企業の機密情報や知

的財産を狙うスパイ活動など、営利を目的としたもの

へと大きく変わってきている。

NTT Com・ ITマネジメントサービス事業部セキュ

リティオペレーション部門の梶間真担当部長は、「最近

の情報セキュリティに関する脅威は、①ゼロデイ攻撃

の増加、②攻撃の標的

が、DMZで強固に防御

されたサーバーから、

無防備なクライアント

PCへ、③目立たないよ

うにクライアントPCに

長期間潜伏して活動

（ボット化）する隠密行

動型へ、④攻撃の動機

が趣味からビジネス

（金銭目的）へと変わっ

ており、内部犯による

機密情報の不正売買の事例も多発するなど、４つのポ

イントがあげられます。全体的な傾向として、セキュ

リティリスクはネットワークの内側に潜在し、知らな

いうちに加害者化する危険性が急速に高まっています」

と指摘したうえで、「企業にとって情報セキュリティリ

スクにどう向き合うかが重要な経営課題となっていま

す。しかし、24時間365日のセキュリティ監視や数多く

のクライアントPCのパッチ検証及び適用までの時間短

縮といった稼動面と、高度化する脅威に継続的に対応

する能力面の両面から、すべての対策を自社で行うこ

とは大きな負担となり、網羅的な対策も困難です。ア

ウトソーシングサービスを利用することで、セキュリ

ティリスクの最小化が実現でき、コストメリットも高

められます」と述べている。

多様化・高度化する脅威に迅速・的確に対応するた

めには、外部の専門企業にアウトソーシングするのが
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最適解といえる。企業のICT環境のセキュリティ

リスクの最小化と対応コスト削減ニーズの高ま

りに対応すべくNTT Comは、最新技術の活用や

多様なコラボレーションにより企業のビジネス

を守る網羅的なセキュリティソリューションを

提供している。

NTT Comが提供するセキュリティソリューショ

ンは大きく4つの提供形態に分けられる。

①ユーザー企業のネットワークセキュリティや

アンチウイルスなどのセキュリティ対策を個

社別に行うSI型

②インターネットゲートウェイのベストプラク

ティスをプラットフォーム化し、ASPゲート

ウェイを介してネットワークサービス利用ユーザー

向けに提供するプラットフォーム型（PaaS型）

③OCN利用ユーザー向けのセキュリティサービスに代

表されるASP型（SaaS型）

④最近注目を集めているソリューションで、企業向け

ネットワークサービスとしてセキュリティ機能を提

供するネットワークサービスとの一体型

NTT Comが提供するセキュリティソリューションの

インフラとなるのが、セキュリティオペレーションセ

ンタ「NTT Com SOC」だ。

NTT Com SOCは2003年８月、ネットワークセキュリ

ティの脅威に対応する専門技術組織として設立され、現

在、セキュリティエンジニア／アナリストやセキュリ

ティSM（サービスマネージャ）など約100名のセキュリ

ティの専門家を擁している。国内最大のISP運営や国内

外の各種ネットワークサービスのオペレーションを行っ

ている通信キャリアならではの豊富なノウハウ、セキュ

リティ専門研究機関（NTT研究所、TrendLabs、X-Force

など）との連携による最新技術の導入及び脅威や攻撃に

関する緊密な情報共有を最大限に活かし、世界トップレ

ベルの情報コントロール体制のもと、セキュリティ対策

機器の運用や脆弱性の診断、ウイルス対策など、ICTイ

ンフラに対するセキュリティ対策を24時間365日、継続

的かつ網羅的に管理するマネージドセキュリティサービ

スを提供している（図１）。

「NTT Comのアウトソーシングサービスでは、お客

様 ICT設備の運用保守を担当するサービスマネージャ

（SM）とSOCのセキュリティエンジニアが連携し、シ

ステムの可用性とセキュリティを一元的に運用するワ

ンストップオペレーション体制で、お客様の安心・安

全を確保しています。NTT Com SOCは、国内はもち

ろん海外 22カ国・地域を対象に管理対象デバイス

（IPS/IDS、Firewall、UTM、サーバー）、OCNウイル

スチェックサービスのユーザーを含めたクライアント

のセキュリティ運用実績を誇っています。現在は国内

を拠点にサービスを展開していますが、昨秋買収した

ドイツの INTEGRALIS（インテグラリス）社のSOC

（24時間365日運用・多言語対応）とNTT ComのSOC

を連携したグローバルでのマネージドセキュリティサ
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ービスを本格展開する検

討を開始しました（図

２）。」（梶間真担当部長）

欧米で数多くの営業拠

点を持つINTEGRALIS

社にとっては、アジア

市場での事業拡大が大

きな課題であった。一

方、アジアを中心にワ

ールドワイドでグロー

バル ICTソリューショ

ンを展開するNTT Com

にとって、NTT Com SOCを基盤にした日本発のマネ

ージドセキュリティサービスのグローバル展開をさら

に加速するためには、INTEGRALIS社は魅力的であっ

たといえる。今後は両社のシナジーを活かし、東京、

シンガポール、ミュンヘン、ロサンゼルスの4拠点の

SOCを連携した本格的なグローバルマネージドセキュ

リティサービスの展開が可能になる。

NTT Com SOCが提供するマネージドセキュリティ

サービスは、以下の４つをコンセプト

にユーザー企業の ICT環境のセキュリ

ティリスクを最小化する。

・侵入させない：ウイルス、ワームの

侵入防止など、外的脅威への対策

・感染させない：ウイルス、ワームの

感染防止、駆除、復旧手段の実装な

ど、内的脅威への対策

・拡散させない：LAN/WAN境界のセ

キュリティ監視と防御、内的脅威の

抑制など

・可視化する：脆弱性診断による潜在

リスクの可視化、セキュリティ対策

機器のログを保管・分析し、脅威を

可視化することで、内部統制を支援

また、脆弱性管理／改善提案、対策強化、監視／運

用、監査／復旧のソリューションサイクルによる24時

間365日の継続的なセキュリティ対策を行っている。

NTT Com SOCが提供するマネージドセキュリティ

サービスの概要について、セキュリティオペレーショ

ン部門の竹内文孝担当課長は、「ネットワークの境界領

域（外部ネットワークと内部ネットワーク、重要なネ

ットワークセグメントと一般的なネットワークセグメン

ト）における“侵入させない”“漏洩させない”ソリュー

ション、サーバーやクライアント端末などエンドポイ

ントにおける“感染させない”ソリューション、さら

にはお客様の社内ネットワークから“拡散させない”

ソリューションなど、幅広いソリューションラインナッ

プによってお客様の ICT環境の網羅的なセキュリティ

対策を実現します（図３）」と述べている。

抜け・漏れ・落ちのないセキュリティ対策の実施に

は、IPS/IDS（侵入検知／防御システム）やFirewall、

UTM（統合脅威管理）、WAF（Webアプリケーション

Firewall）などのセキュリティ対策機器の導入だけで

は十分な効果を発揮しない。企業全体のセキュリティ

管理が継続的な改善・最適化を必要とするように、セ

キュリティ対策機器のオペレーションにも継続的なメ

ンテナンスが不可欠だ。

42 ビジネスコミュニケーション 2010 Vol.47 No.4

NTTコミュニケーションズの
［特別企画］

データセンター 

公開サーバー 

Firewall IPS/UTM

顧客企業のオフィス・工場 

クライアント端末・サーバーなど 

IPS/IDS
顧客企業社内 
ネットワーク 

セキュリティエンジニア 

ウイルス対策サービス 

脆弱性診断サービス 

ネットワークセキュリティサービス 

セキュリティログ管理サービス 

脆弱性診断サービス 

ネットワークセキュリティサービス 

ウイルス対策サービス 

脆弱性診断サービス 

“侵入させない” 

“漏洩させない” 

ネットワーク、サーバー、 
Webアプリケーションの脆弱性 
を診断、報告。 
★潜在リスクを可視化。 

“感染させない” 

ウイルス対策機器の運用をま 
とめてアウトソーシング。 
★TCO削減に貢献。 

セキュリティ対策機器の運用をまとめてアウトソーシング。 
★TCO削減に貢献。 

セキュリティ対策機器のログを収集、保管、分析、報告。 
★内部統制を支援。 

IPS/UTM

外部ネットワーク 
（インターネットなど） 

図3 NTT Com SOCのソリューションラインナップ

NTTコミュニケーションズ㈱
ITマネジメントサービス事業部
NWマネジメントサービス部

セキュリティオペレーション部門

担当課長　竹内文孝氏

http://www.bcm.co.jp/


竹内文孝担当課長は、「NTT Com SOCのマネージド

セキュリティサービスは、セキュリティインシデント

発生時の緊急対応（インシデントレスポンス）だけで

はなく、セキュリティ情報の収集・評価、シグネチャ

ーの評価、監視ポリシーチューニング、24時間365日の

イベント監視、異常検知＆初動、事象の把握、感染端

末の復旧措置といったメンテナンスサイクルを、専門

的なノウハウと情報力を活用して運用管理しています」

と述べている。

NTT Com SOCのマネージドセキュリティサービス

の主な特長として以下の5点があげられる。

・豊富な運用実績とノウハウ

・セキュリティ情報収集力

・セキュリティエンジニアが専門的に対応

・的確なインシデントレスポンス

・高度なイベント分析技術とノウハウ

以下にソリューションラインナップの概要を紹介す

る。

●ネットワークセキュリティサービス

高度な知識と経験を有するNTT Com SOCのセキュ

リティエンジニアが、ユーザー企業の各拠点に設置し

たセキュリティ対策機器の運用監視サービスを24時間

365日実施する。

Firewallのポリシー運用・ IPS/IDSとの連携による

「マネージドFirewall」、セキュリティイベント

の監視／分析／通知を行う「マネージド

IPS/IDS」、UTMを利用して複数拠点のセキュ

リティ管理、リスク拡散防止を行う「マネージ

ドUTM」の３つのメニューを用意している。

●セキュリティログ管理サービス

NTT Comの統合VPNサービスを利用する

ユーザー企業のイントラネットに設置された

セキュリティ対策機器のログをNTT Com

SOCが収集・保管し、セキュリティエンジニ

アが分析・レポートすることにより、不正な

ネットワーク利用による潜在リスクや、内部

に潜む脅威の兆候を可視化して、内部統制の促進を支

援する。

「Firewallログ管理」「IPS/IDSログ管理」「UTMロ

グ管理」の３つのサービスメニューを用意。各機器の

レンタル、ライセンス、保守サービスも提供している。

●ウイルス対策サービス

ウイルス対策製品の更新管理やヘルプデスク対応、

大規模感染時の復旧処理をNTT Com SOCが一元的に

実施することで、ウイルス対策の確実な実施、万が一、

インシデントが発生した場合でも復旧までに要する労

力とコストを最小化する。

メールサーバーやWebサーバーなど、ウイルスの感

染経路となるネットワーク上のポイントにウイルス対

策製品を導入し、内部ネットワークへのウイルス侵入

を防ぐ「ゲートウェイセキュリティ」（侵入防止）と、

クライアントPCやサーバーなどウイルスの攻撃対象に

ウイルス対策製品を導入し、ウイルス感染被害を水際

で防ぐ「エンドポイントセキュリティ」（感染防止＆駆

除）の２つのメニューを用意している。

最大の特長は、図４に示すように、トレンドマイク

ロ社と連携し、パターンファイルやクリーンアップツ

ールをCom AU（Active Update）から顧客に直接配信

するというNTT Com SOC専用の世界最速級のウイル

ス対策パターンファイル（ワクチン）配信システムを
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構築。インターネット上にパターンファイルが公開さ

れる場合と比較して、30分～1時間の時間短縮を実現し

ている。

●脆弱性診断サービス

NTT Com SOCのセキュリティエンジニアが、ユーザ

ー企業のサーバーやネットワーク機器、Webアプリケー

ションの脆弱性に対してツールやマニュアルによる疑似

攻撃をかけることで診断し、リスクを可視化することに

よって、セキュリティ上の問題点の把握から今後の改善

対策へつながる情報を適切かつ迅速に提供する。

OSやサーバーの構成・設定の不備などネットワーク

の脆弱性を調査する「ネットワーク診断」と、SQLイ

ンジェクションやクロスサイトスクリプティングなど、

Webアプリケーションの脆弱性を調査する「Webアプ

リケーション診断」の2つのメニューを用意している。

実施方法には、NTT Com SOCの診断環境から調査

を行う「リモート調査」と、ユーザー企業の内部ネッ

トワークやDMZから調査を行い、内部からの脅威や、

内部サーバーの要塞化の度合いを評価する「オンサイ

ト調査」の２種類がある。

NTT Comは、セキュアなクラウド基盤上でいつでも

どこでも、安心便利に業務が遂行できる「BizCITY」

コンセプトのもと、NTT Com SOCが、ユーザー企業

のネットワーク機器やサーバーなどのIT資産に対して、

最新の脆弱性診断環境を提供し、ユーザー企業が継続

的に診断を実施し、その結果を管理できる「Bizセキュ

リティ 脆弱性マネジメント」を本年２月１日より提供

開始している。

「Bizセキュリティ 脆弱性マネジメント」では、既知

の脆弱性を発見するため、ネットワークの脆弱性診断

をターゲットにしている。

セキュリティオペレーション部門の阿蘇茂氏は、「本

サービスは、脆弱性診断サービスにおいて世界で高い

シ ェ ア を 持 つ 米 国

Qualys（クォリス）社の

リモート診断ソフトウェ

ア“QualysGuard”（クォ

リスガード）を採用し、

NTT Comのセキュアな

クラウド基盤と組み合わ

せたサービスです。クラ

ウド型（SaaS型）で提

供するため、短納期で

安価に利用可能です。

また、インターネット

経由とNTT Comの統合VPN経由の両方で利用するこ

とができます。特に統合VPN経由にすることで、クロ

ーズドな高いセキュリティ環境でイントラネットの脆

弱性診断・結果閲覧が行えます」と述べている。

インターネットのSSL経由でイントラネットの脆弱

性を診断することも可能であるが、インターネット上

に診断結果の情報が流れることを嫌うユーザー企業や、

インターネット接続を許さない金融系企業にとっては、

利便性の高いサービスだ。「NTT Comの社内及びNTT

Comグループで、本サービスの仕組みを活用した脆弱

性診断を定期的に実施することとなっています。」（梶

間真担当部長）

なお、Qualys社は、1999年に設立され米国カリフォ

ルニア州のRedwood Shoresに本社を置き、日本、フラ

ンス、ドイツ、イギリス、香港に支社を展開する、オ

ンデマンド脆弱性管理・ポリシーコンプライアンスソ

リューションのリーディングカンパニーである。同社

が提供する“QualysGuard”はスケーラビリティが高

く、欧米ではSaaS型の脆弱性診断のデファクトツール

として幅広く利用されている。

●サービス提供の背景

近年、経営活動にとって重要な ICT資産が増加する

一方、その脆弱性に対する攻撃手法は、「ゼロデイ攻撃」

に代表されるように短期間で開発され、かつ高度化し

ている。また、内部統制の法令や、クレジット業界の
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セキュリティ基準であるPCI DSS（Payment Card

Industry Data Security Standard）などへの対応とし

て、継続的な脆弱性の診断と管理が企業に求められる

ようになっている。しかし、こうした状況への対応に

は、企業として多くの稼動や費用が必要となるうえ、

診断にはセキュリティに関する最新の専門知識が求め

られるため、事実上困難になっているケースが増えて

いる。

NTT Comは、このような企業が抱える課題を解決す

るために、セキュリティ専門組織であるNTT Com

SOCがQualysGuardを活用した最新の脆弱性診断環境

を提供し、結果を継続的にNTT Comのセキュアなクラ

ウド基盤上で管理するサービスを提供することとした。

●サービスの概要と主な特長

「Bizセキュリティ 脆弱性マネジメント」では、以下

に示す機能を実現している（図５）。

①インターネット、イントラネット上の機器に対し、

最新のシグネチャーをもとに診断。なお、イントラ

ネット上の機器の診断については専用機器「診断ス

キャナー」を設置する。

②診断結果を継続的に保管して、利用者自身でポータ

ルサイトにて確認・管理できる。

③スケジュール設定による自動診断及び随時診断のい

ずれにも対応可能。

④定額制のため、契約期間内は何度でも利用可能。

また、本サービスの主な特長を以下に示す。

①NTT Comの提供する国内のデータセンターで診断結

果を厳重に保管。

②NTT Comの提供する統合VPN経由でユーザー企業と

NTT Com SOCを接続できるため、高いセキュリティ

環境でイントラネット上の機器診断を実施できる。

③小規模から数千台におよぶ大規模なネットワーク上

の機器の診断も可能。

④海外に設置されたネットワーク機器およびサーバー

などにも利用可能。

なお、オプションサービスのセキュリティエンジニ

アによるコンサルティングの実施で、さらなる脆弱性

強化を図ることができる。また、NTT Com SOCが提

供するマネージドセキュリティサービスも組み合わせ

て、ワンストップで対処される。

前出の阿蘇茂氏は、「私どもは、上記の機能を提供す

るBizセキュリティ 脆弱性マネジメントを通して、コ

スト削減、稼動負担の軽減、専門スキルへの対応など、

脆弱性対策におけるお客様の課題の解決を支援させて

いただきます」と述べている。

「Bizセキュリティ 脆弱性マネジメント」の参考価格

は、インターネット上の公開機器32IP、イントラネッ

ト上の機器500IP（イントラネット内の診断専用機器1

台を想定）のシステム構成に対し、初期料金が30万円、

月額料金が130万円となっている。導入にあたってのコ

ンサルティング、オンサイトでの機器設置及び本サー

ビス利用のための回線費用は含まない。
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図5 「Bizセキュリティ　脆弱性マネジメント」の機能概要
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