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を備えた人材が多数所属している。
「例えば、海外のさまざまなサイト
を継続的に監視しているメンバー
や、高度な解析技術を備えるメンバ
ーなどがいます。そうしたメンバー
のスキルを NTT-CERT全体で共有
できるように教育にも力を入れてお
り、総体として非常に高いレベルに
あると自負しています。一部のメン
バーのスキルはあまりにも卓越して
いるため、いかに後継を育成するの
かという事は我々の課題の一つとな
っております。」（セキュリティリス
クマネジメントプロジェクト NTT-

CERT グループ 研究主任 有藤 正彦
氏）

うした NTTグループ内の組織や、
CSIRTの国際的な連合体である
FIRSTなどの外部組織と連携しなが
らセキュリティ情報や対策技術のノ
ウハウを蓄積し、NTTグループ全
体のセキュリティ被害の極小化や被
害を未然に防止するための取り組み
を日々行っている。NTT-CERTの
活動概要を図 1に挙げた。
研究所が運営主体のため、NTT-

CERTだけでは対応できないセキュ
リティ問題が生じた場合にも研究所
内の先端研究者と連携して対処でき
るのが大きな特徴である。

NTT-CERT自体にも高い専門性

　

NTTセキュアプラットフォーム
研究所が中心となって運用する
「NTT-CERT」は、NTTグループの
代表 CSIRTとして活動するセキュ
リティ組織である。CSIRTとは、
セキュリティインシデント（事故）
情報の受け付けや、対応支援、セキ
ュリティ関連情報の提供などを行う
チームのこと。

NTT グ ル ー プ に は、 各 自 で
CSIRTを運営している会社が複数
存在している。NTT-CERTは、そ

NTTグループの代表CSIRT（Computer Security Incident Response Team＝組織内の情報セキュリティ問題を担当するイン
シデント対応チーム）として日々セキュリティを守る活動をしている「NTT-CERT」（NTT Computer Security Incident 
Response and Readiness Coordination Team）は、NTTセキュアプラットフォーム研究所が中心となって運営している。
NTT-CERTの役割やそこに集う人材、最近のインシデント対応状況などについて紹介する。

グループのセキュリティを守る「NTT-CERT」
インシデント対応スキームの事前確立を
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図1　NTTグループの代表CSIRT「NTT-CERT」の活動概要

インシデントハンドリングの最前線

高い専門性を備える人材が集う
NTTグループの代表CSIRT

http://www.bcm.co.jp/
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NTT-CERTが NTTグループの各
社に提供するサービスには、インシ
デントの発生予測や発見に役立つ
「事前対応型サービス」、インシデン
ト発生などの有事に役立つ「事後対
応型サービス」、教育やコンサルテ
ィングなどの間接的なサービスであ
る「セキュリティ品質管理サービス」
の主に 3つがある（図 2）。
事後対応型サービスの代表が、サ

イバー攻撃の被害を受けた場合の対
策作業を実施するインシデントハン
ドリングである。NTTグループに
は、CSIRTを設置している会社も
そうでない会社も存在している。イ
ンシデント発生時、各社の組織構造
に応じて CSIRT、あるいは SOCや
情報セキュリティ担当等がインシデ
ントハンドリングを実施する。その
際、自社内で対応が完結せず、技術
的な支援が必要な場合、NTT-CERT

が各社の対応を支援する。
「NTT-CERTは、NTTグループ内
外からのセキュリティについての連
絡を受け付ける窓口（PoC＝ Point 

ば、2014 年 5 月 頃 に は Apache 

Struts2や OpenSSLの脆弱性が話題
になりました。また 2015年 7月
頃には、日本年金機構をはじめとす
る多数の企業でマルウェア感染が顕
在化しました。どちらも NTT-

CERTへの問い合わせや相談件数が
急増しています。NTT-CERTから
は相談内容に応じて、注意すべき点
や脅威の検知方法、また公開情報に
加えて我々の研究成果を付加した対
策情報や、頂いたログ情報に対する
解析結果等を適宜回答しておりま
す。」（有藤氏）
前述した通り NTT-CERTでは、

セキュリティに関係する幅広い技術
的な支援サービスを提供している。
しかし、設備の導入や組織改革、各
種施策といった経営判断に関係する
ことについては、コンサルティング
を超えた支援は難しい。そのため、
「できるだけ各社で CISOと CSIRT

を設置して、それらを中心としたセ
キュリティ施策を継続的に実施する
ことが望ましいです。また、有事の
際のインシデント対応スキームを確
立しておくことも非常に重要です。」
（有藤氏）

of Contact）としても活動していま
す。グループ各社にも基本的に PoC

は設置されていますが、そこでは対
応できない、あるいはどこに連絡す
れば良いか分からないといった場合
には、NTT-CERTのWebページで
公開している連絡先にアクセスして
ください。技術的な問題については
幅広いご支援が可能です。」（有藤氏）

NTT-CERTが 2014年 5月から
2016年 3月までに実施したインシ
デント等のハンドリング状況につい
て、主要なものを図 3に挙げた。「世
間を騒がせる危険度の高い脆弱性や
大きな攻撃があると、自分のところ
は大丈夫かと不安に感じてチェック
するケースが増える傾向がありま
す。調査依頼自体が増えますし、調
査によって被害が見つかればインシ
デント対応が必要になります。例え

▲2014年5月
Apache、Struts2や、
OpenSSLの深刻な脆
弱性に関する対応

▲2014年9月
Bashの深刻な脆弱性に
関する対応

▲2015年7月
日本年金機構をはじめ、
マルウェア感染が顕在
化したことに関する対応

▲2015年度　3Q～4Q
ばらまき型メールやマ
ルバタイジング等によ
るマルウェア感染に関
する対応

2014年度 2015年度

図3　2014年5月から2016年3月までのインシデント等のハンドリング状況
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図2　NTT-CERTが提供するサービス

話題になる攻撃が発生すると
インシデント対応等も増加
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