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孫子の言葉に「彼を知り己を知れ

ば百戦殆ふからず、彼を知らずして己
を知れば一勝一負す、彼を知らず己を
知らざれば戦ふ毎に必ず殆ふし」が
ある。サイバーセキュリティにおけるレッ
ドチーム (Red team) とは、敵対した
役割のもとに企業や組織へのセキュリ
ティ攻撃の実行、企業や組織がそれ
らの攻撃に適切に対応できるかの評
価、及び改善提案を行う独立したチー
ムを指す。元々は軍用語であり、公式
の基本方針や文書についてはほとん
ど存在しないようである [1]。レッドチー
ム（演習）は己を知るための手段であ
り、攻撃を通して得られた情報を経営
層に提示し、適切な経営判断ができ
るよう支援することを狙いとする。
レッドチームは実践的な攻撃や評
価を行うチームであるが、防御側の
チームはブルーチーム（Blue Team）
と呼ばれる。CSIRTや SOCが該当
する。また、これらのチームの関連
用語としてホワイトチーム (White 

Team)やパープルチーム (Purple 

Team)がある。ホワイトチームは、
レッドチームとブルーチームの戦い
における審判役であり、レッドチー
ムが予め設定された攻撃範囲を超え
た行動をしていないかをチェックす

るための監視役である [2]。パープル
チームは、レッドチームとブルー
チームの機能の両方を併せ持つチー
ムで、その目的は両チームの効果を
最大化させることにある [3]。レッド
チームとブルーチームの双方の情報
を適宜片方のチームに与えて演習の
効果の最大化を図る。
通常、レッドチームは CISO（Chief 

Information Security Officer）直属
であるが、現場（ブルーチーム）の
実行動・対応を観測するためにレッ
ドチームの攻撃内容が事前に知らさ
れるのはごく限られたメンバーのみ
となる。そのため、演習時の現場の
混乱を誘発する可能性が高い、限ら
れた情報しか持っていない現場に
とっては何が起こったのか把握でき
ず演習で指摘された問題点を組織内
に反映できない、同じ攻撃が何度も
通用してしまうなどの問題点も存在
する [4]。そこでパーブルチームは必
要な情報を適宜、レッド、ブルーの
メンバーに与える。これにより、レッ
ドチームは防御者の視点を踏まえた
新たな攻撃が可能になる、ブルー
チームは現場の混乱を最小限に抑え
ることができる、演習後に攻撃者の
対策を実施した体制の強化も可能と
なる等のメリットが期待できる [4]。

パーブルチームを伴った演習は、
レッドチームが攻撃側として参加す
る点は変わらないが、予め防御側と
綿密な意識合わせや情報共有を行っ
た上で攻撃シナリオや評価基準を策
定し“合同演習”として実施するこ
とも可能となり、インシデント対応
能力やプロセスの成熟度の評価、教
育にも効果が見込める。

ペネトレーションテスト（侵入テ
スト）とは、ネットワークに接続さ
れているコンピュータシステムに対
し、既知の技術を用いて実際に侵入
を試みることで、狭義にはシステム
に脆弱性がないかどうかテストする
手法である。対象のシステムに脆弱
性がないかどうか確認し、明らかに
することが目的である。
一方、レッドチーム演習は、シス
テムの脆弱性を探し出し、実際に攻
撃を行い、組織のセキュリティ体制
と機能の評価及び改善提案を行うの
が目的である [5]。攻撃プロセスは、
サイバーキルチェーンの各項目に対
応付けることができる。
具体的なプロセスは、①偵察活動

（攻撃できる脆弱性がないかどうか
調査）、②武器化（攻撃に用いるマ
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ルウェアやツールを準備）、③運搬
（メール等を用いてマルウェアを対
象とする組織に運搬）、④感染（マ
ルウエアに感染させる）、⑤インス
トール（指令サーバからの命令を実
行するツールやバックドアを端末に
インストールする）、⑥遠隔操作（遠
隔操作により、権限昇格、感染拡大
を行いサーバの機密情報へのアクセ
ス権限を取得する）、⑦目的の実行
（機密情報等を持ち出し、削除、暗
号化などを実施する）からなる。ま
た、各プロセスにおけるブルーチー
ムの実行動・対応を記録し、評価、
改善提案を行う。レッドチーム演習
はモノ（設備）の脆弱性や人の脆弱
性への攻撃も含む点も、ペネトレー
ションテストとは異なる点である。

日本でも 2016年以降、電力・エ
ネルギー・金融を含む重要インフラ
企業を中心に、レッドチーム演習が
実施されている。例えば中部電力で
は 2016年 G7伊勢志摩サミットの
開催を受けてセキュリティ対策の強
化を求められ、同社の CSIRT、OA

系システム管理者、OT系システム
管理者、危機管理メンバー、広報チー
ム、そして PwC社が構成メンバーと
なりレッドチーム演習を実施した [6]。
また金融庁は、2018年 10月の「金
融分野におけるサイバーセキュ
リティ強化に向けた取組方針」の
改訂で、「脅威ベースのペネトレー
ションテスト (TLPT:Threat-Led 

Penetration Test）の実施」を大手
金融機関に対し施策として推進して
いくことを公表した [7]。TLPTはレッ
ドチーム演習と同義であり、大手金

えば、Microsoftレッドチームの行動
規範は次の 5つの主要な指針からな
る。①意図的にカスタマーサービス
レベルアグリーメント（SLA）への
影響またはダウンタイムを引き起こ
さない、②顧客データに意図的にア
クセスまたは変更しない、③意図的
に破壊的な行動をしない、④ 運用中
のセキュリティ保護を弱めない、
⑤脆弱性やその他の重要な情報を保
護し、知る必要のある人のみに共有
する。組織内レッドチームは、自社
のコアビジネスに対して競争力を強
めるための取り組みになるが、社内
レッドチームを持つことの社内合意
を獲得しやすい事業特性と高いイン
テグリティを理念とする組織風土が
備わっていることが前提条件となる
ことを忘れてはならない。

＜サイバーセキュリティのことなら下記へ＞
https://www.ntt-at.co.jp/inquiry/product/

融機関への普及が望まれている [8]。
レッドチーム演習の実施において
は外部レッドチームを利用する場合
と、自ら組織内にレッドチームを構
築し演習を行うケースがある。日本
国内における外部レッドチームサー
ビスを提供する企業の例としては、
Secure Works Japan、Cisco、IBM 

X-Force Red、PwC、KPMG、デロ
イトトーマツ、FireEye(Mandiant)、
LAC、スプラウト、GSX（グローバ
ルセキュリティエキスパート）、
NRIセキュアテクノロジーズ等があ
るが、その多くは欧米ベンダーの日
本法人が国内市場向けにサービス提
供している。国内ベンダーのサービ
ス内容は標的型攻撃のみを対象とし
ていることが多いが、欧米ベンダー
の場合はモノ (設備 )への攻撃や
ソーシャルエンジニアリング攻撃も
カバーしている。実施する攻撃の範
囲によって、必要となる要員数、稼
働の変動も多いことから、その価格
や期間には大きなばらつきがある。
利用する外部レッドチームの実力に
よって演習の効果は大きく変わって
くるが、外部レッドチームを利用す
るメリットとしては、早期に演習の
実施が可能なこと、外部ベンダーの
知見や経験を社内のセキュリティ強
化に活用できること、演習の知識や
経験を組織内レッドチームの構築に
活用できるなどがある。
組織内レッドチームの例として
は、Microsoft Enterprise Cloud　
Red Teaming[9]、Facebook[10]等の
事例がある。Microsoftの事例では、
攻撃時の社内の不要な混乱を避ける
ために、明確に行動規範や交戦規定
を定義し、演習を実施している。例
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