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マネージド／セキュリティサービスの提供で
お客さまのDXを強力に支援するNTTコミュニケーションズ

　

内閣府は来るべき新たな社会を
Society5.0と定義し、サイバー空間
とフィジカル空間の高度な融合によ
り社会変革に向けた新たな価値を創
出することを提言している。また経
済産業省はデジタルトランスフォー
メーション（以下、DX）を進めなけ
れば競争力を失うとしていわゆる
「2025年の崖」問題を警告している。
このような背景からデジタル化を推
進し、さまざまなデータを収集して
利活用する取り組みが進む一方で悪
意を持つ存在がデータにリーチしや
すくなるという現実がある。
「デジタル化が進むほど情報漏洩
時のインパクトや対応コストも高ま
ります。DXを成功させるには、車
と同じく、アクセルと高性能なブ
レーキの両方が必要です。」（竹内氏）

近年のサイバー攻撃やセキュリティ

事故の傾向を分析すると、システ
ムの脆弱性を狙った攻撃者が多く、
攻撃手法が多様化・高度化してい
ることが窺える。サイバー攻撃を行
う組織が国家的な支援を受ける
ケースも存在するなど、全体的に
攻撃する側が優位に立っていると
懸念される一方で、防衛する側は
性善説に基づく信頼関係に頼って
DXを進めているのが現状と言え
る。
セキュリティ専門の役員やスタッ
フ・チームを配置するなど対策を進
める企業も増えているが、その多く
は兼任であるなど、残念ながら実行
力が伴わないケースも多い。
企業が行うセキュリティ対策につ
いては、外部からの既知の脅威に対
する、いわゆる境界防御に重点を置
く対策が最も多い。ところがNIST（米
国立標準技術研究所）が定義したセ
キュリティ要件では、既知の内部リ
スクに対する要件が圧倒的に多い。
「外部からの攻撃がきっかけで
あっても、侵入に成功しアカウント
を乗っ取られた後は内部リスクが生
じます。『ある社員のアカウントが
想定外の時間や場所からアクセスし

ている』ことを異常な振る舞いであ
ると検知できるような対応を整備し
ていく必要があります。」（竹内氏）
こうした状況や昨今の社内システ
ムのクラウド化や働き方改革の影響
を受け、侵入されることを前提に対
応を考えるべく、「ゼロトラスト」
に基づくセキュリティ対策の重要性
が認識されるようになった。

NTT Comはこの「ゼロトラスト
時代」において特に 3つのポイン
トに重点を置いたセキュリティ強化
を推奨している（図 1）。
　

NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）は総合リスクマネジメントサービス“WideAngle”により、リスクマネ
ジメントに関するコンサルティングから、具体的なセキュリティ対策ソリューションの提供まで行っている。本稿では
WideAngle を所掌するマネージド＆セキュリティサービス部（以下、MSS部）セキュリティサービス部門（以下、SS
部門）が、どのようなことに重点を置いてセキュリティサービスを提供しているかについて紹介する。

3 セキュリティサービス部門の取り組み

デジタル化が進むほど高まる
サイバーリスクへの対応が
課題に

「セキュリティガバナンス強化」、「マネージドITと
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マネージド＆セキュリティサービス部

セキュリティサービス部門

（左から）部門長 エバンジェリスト 竹内 文孝氏
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ゼロトラスト時代における
3つのセキュリティ強化ポイント
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情報セキュリティガバナンスの強化
本社とグループ会社の IT環境、

またかつてクローズドだった OT環
境、さらには各種 IoTセンサーまで
が相互につながるようになった。例
えば「本社と比較すると、グループ
会社のセキュリティレベルは相対的
に低い」といった状況があれば、攻
撃者はグループ会社に足掛かりを
作って本社の重要資産を狙った攻撃
をしかけるということになりやす
い。サプライチェーン全体を含め、
統合的に情報セキュリティガバナン
スを強化することが重要だ。

予防保全／衛生管理の強化
「自社の脆弱性をタイムリーに把

握し、的確に対応していれば、サイ
バー攻撃は簡単には成立しません」
と竹内氏が語るように、サイバー攻
撃を境界で防ぐのみならず、情報資
産等に脆弱性が存在していないか
日々の確認と迅速な対応が重要だ。

MDR（Managed Detection and 
Response）の実行力強化
いくら対策を講じてもセキュリ
ティ事故がゼロになるわけではない
ことはこれまで述べたとおりである
が、図 2に示すようにネットワー
クでつながったさまざまな環境から
ログを適切に収集して一元管理し、
分析して得たインテリジェンスをサ
プライチェーン全体で共有する仕組

みを構築すること、またそのイ
ンテリジェンスを活用し適切な
対策を迅速に行うことが重要だ。

攻撃者の活動を分析し攻撃の
戦略・戦術やツールを特定・分
析して対策を導き出す「脅威イ
ンテリジェンス」という手法が
ある。最近は守りたい情報資産
に対してその脅威が実際に影響

する範囲を絞り込むことで、より効
率的に対策を行う「ターゲットイン
テリジェンス」も登場している。

NTT Comはこれに加え、システム
の中に「放置されている脆弱性」を
見つけ出し、攻撃者の動向や公表さ
れている脆弱性情報と照合し対処を
促す「アドバンスドターゲットイン
テリジェンス」により、より効率良
くリスクを検出するとともに、対策
を高度化することに注力している。

前述のように「統合的な情報セ
キュリティガバナンス強化」が重要
だが、実際に取り組むとなると容易
ではない。まず IT環境ではいかに
情報漏洩を防ぐかが重視されるが、
OT環境ではいかにシステムの可用
性を高めるかが最重要課題であるな
ど、基本的な考え方が異なる。この
違いを乗り越えて最低限のセキュリ
ティ対策を施していく必要がある。
適切にリスクマネジメントを行う
ためのフレームワーク“SP800-37”
が NISTにより定義されているもの
の、受け手のスキルや考え方によっ
て対策に差が生じやすいという課題
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図 2　インテリジェンス共有によるMDRの実行力強化
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図 1　ゼロトラスト時代における３つの強化ポイント
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もある。そのため図 3の左側に示
すように、比較的共通認識を持ちや
すいシステムのライフサイクルにリ
スクマネジメントフレームワークを
対応させることが有効だ。システム
ライフサイクルの各工程に対し、ど
のような対策が必要かというセキュ
リティのチェックポイントを対応さ
せることで、担当者が変わっても同
じ品質でセキュリティマネジメント
を行えるようにする。
この考えに基づきWideAngleで

は情報セキュリティガバナンスの統
合・標準化を支援する中で、「職責
分離と相互監視」および「集中管理
と連携防御」を重要視する理由とし
て、竹内氏は次のように述べている。
「システム構築と保守・運用の担
当者がセキュリティも兼任すること
が結果として不正やミス等による大
事故につながる場合もあります。さ
らには、攻撃者がその人のアカウン
トを乗っ取ると何でもできてしまい
ます。職責を分離し、お互いの業務
内容を明確にして、何か起きたとき
に気づけるようにすることが重要で
す。また IT／ OTでシステムの担
当者は異なります。バラバラな対応

にならないよう、各担当者が同じセ
キュリティフレームワークに従い統
一的なセキュリティ対策を実施する
ことが重要です。これにより IT／
OT環境やグループ会社のシステム
ま で 1 つ の SOC（Security Ope- 

rations Center）で集中管理し、何
か起きたときには対策を横展開する
連携防御が可能になります。」

NTT ComがWideAngleのサービ
ス提供を開始した当初は外部脅威へ
の対策に対するニーズが強かった。
現在は実際に何か起きたら早期に検
知・対応することへのニーズが強
まっており、リスク評価などに公開
情 報 を 活 用 す る OSINT（Open 

Source INTelligence）、エンドポイン
トやネットワークにおけるインシデ
ントの検知と対応を行う EDR

（Endpoint Detection and Response）
や NDR（Network Detection and 

Response）といったサービスの提
供が増加している。
また、これまで内部リスクの評価

やインシデント発生後の再発
防止策立案などに関するコン
サルティングは、専門家によ
る『プロフェッショナルサー
ビス』で個別に対応してきた。
現在この領域についてもサー
ビスメニュー化を進めている。
たとえばセキュリティ侵害に
よるアカウント乗っ取りなど
が発生した際に検知できるよ
うに、ユーザごとに振る舞い
を分析・評価する UEBA（User 

and Entity Behavior Analytics）
などが検討されている。

現在最も力を入れているのが、
MSS部の強みを活かしマネージド
ITとセキュリティの融合によりセ
キュリティマネジメントを強化する
取り組みだ。

 「システム構成や、誰がどのよう
なアクセス権を持っているのかと
いったことを把握してしっかり衛生
管理を行うためには、資産管理、脆
弱性管理が欠かせません。まさにマ
ネージド ITの領域です。またイン
シデントが発生した際には問題が見
つかった端末をネットワークから切
り離して調査するといった対応が必
要になります。個別に対応するので
はなくサービス化することも考えて
いますが、この場合もマネージド
ITとの連携が必要です。こうした
ことから、マネージド＆セキュリ
ティの連携を強化し、ゼロトラスト
時代に対応したお客さまの DX推進
を支援していきます。」（竹内氏）
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図 3　情報セキュリティガバナンスの強化


