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〜グローバル企業への総合セキュリティサービス提供事例〜

グローバル企業のチャレンジと対策
NTT コミュニケーションズ㈱ 経営企画部
マネージドセキュリティサービス推進室長

与沢 和紀

多くのグローバル企業がそうであるように、今回取り上げる事例で紹介する企業も、買収にてグローバルへの事業拡大をはかってき
た。そして、その最中、セキュリティ事故がおこった。本連載記事では、そうした苦難を乗り越えて、更に成長を続けるグローバル
企業のチャレンジと彼らのとった戦略、並びに NTT コムグループの対応について紹介する。

急拡大する事業とセキュリティ事故の発生
この度紹介するのは、NTT コムグループのセキュリ

アプライアンス）を設置し、某通信事業者により管理され
ていた。しかしながら、あるショップの店員のPCにフィ

ティビジネス子会社である NTT コムセキュリティ社

ッシングメールが到達し、記載されたURL（Webサイト）

（NCS 社）がインシデント対応から、マネージドセキュ

をクリックしたところ、それは悪性のアプリケーション

リティサービス（MSS）を含む総合リスクマネジメン

（マルウェア）が仕込まれたサイトであり、マルウェアが自

トサービスをグローバルに提供している事例である。

動的にダウンロードされ感染した（ドライブ・バイ・ダウ

欧州某国を本拠地とする装飾品製造販売グループである

ンロード攻撃）
。その後バックドアが設置され、外からの攻

A社は買収により企業規模を拡大し、収益１兆円超、営業

撃者によるコントロールに従って、当該ショップからの通

利益率20％に及ぶ大企業で、直接雇用の社員もグローバル

信路を経て、データセンターのシステムの脆弱性を利用し

で３万人規模となってきている。営業テリトリは欧州内の

て感染を広げ、そこに格納されている重要顧客のデータの

みならず、北南米、日本を含むアジア全域とグローバルで

一部が漏出するという重大インシデントが発生した（図1）
。

あり、世界中に直販店のみで1,000を超えるショップを展開

このインシデントの発見経緯は、本社IT部門が顧客情報シ

している。特に、ここ10年あまりでビジネスを急拡大して

ステムのソフトウェアアップデートの際に、深夜帯で無人

きた。ところが、2010年代に入り、ショップの店員が長期

であるはずの地域のショップとの間で大量データの授受が

間に渡り販売代金を着服し、被害額が１億円近くに及ぶイ

行われていることを発見し、追跡調査により感染源を特定

ンシデントが発生した。犯行は店員の就業時間ではない時

できたものである。悪性ウェブサイトに仕掛けられたマル

間帯で行われており、A社は入退室管理を厳格化するため

ウェアは、その時点ではアンチウイルスソフトが防御でき

に、共連れ防止機能の付いた生体認証による入退室管理シ

ないゼロディ型であると共に、疑似サイトも悪性サイトと

ステムを導入し、社員管理と入出金管理の徹底化を図った。

して認識される以前であったことが、感染、活動並びに情

買収による事業拡大に合わせ、当然ながらグループ入り

報漏洩を許してしまったのである。

した各ブランド会社のサプライチェーンの統合による効率
化、ERPの統一による財務管理、管理会計の充実を順次進
めてきている。多数のショップと3カ所に分散するデータ

A 社のチャレンジとそれを支える NCS 社の総合リ
スクマネジメントサービス

センターに配置されたITシステムとの接続はインターネッ

そこで、A社は包括的にサイバーセキュリティ対策状況

トVPNにより実施している。全ショップにはVPN接続ル

を把握するために、NCS社へセキュリティ監査を依頼した。

ータとUTM（Unified Threat Management：統合脅威対策

セキュリティポリシー面、サイバーセキュリティを管理す
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マルウェア配布疑似サイト
①マルウェアを仕込んだ
疑似Webサイトや
C&Cサーバー準備

攻撃者

C&Cサーバー（※1）

⑥必要に応じ追加マルウェアを
ダウンロード

④疑似サイトから
自動的にマルウェア
ダウンロード

⑦外部から端末を遠隔操作

A社ショップ
③URLを
クリック
②疑似サイトの
URLを記述した
メールを送信

⑤即時感染、
バックドア
開設

バックドア

⑩顧客情報が漏えい

ネットワーク
A社DC

⑧中央システムの脆弱性
をついて感染を拡大

⑨重要情報
に到達

（※１）Command & Controlサーバー：攻撃者がマルウェアに指令を送り、制御するためのサーバー

図 1 ドライブ・バイ・ダウンロード攻撃による A 社のインシデント概要

る組織と責任体制面、社員訓練を含めた運用面、事業継続

CISO ※3 によってリードされるプログラムと、CTO ※4 に

のための措置面、システムへのアクセス管理・認証面、デ

よってリードされる具体的なセキュリティ対策ソリューシ

ータ及びアプリケーションのセキュリティ対策面、並びに

ョンの展開プログラムに分かれている。前者はグローバル

ネットワークとシステムのセキュリティ対策面で監査を実

なガバナンス拠点が西欧３カ国を中心にあるが、後者は、

施した。その結果として、セキュリティガバナンス面等で

製造・流通並びにIT拠点が欧州、北米並びにアジアに展

※1 並びにセキュリティ管理者へ

開されており、20カ所の流通拠点・オフィス、３つのデ

多くの問題点についてCIO

レポートをしている。ところが、CIOはこのレポートを取

ータセンター並びに1,000を超えるショップに渡る。

締役会に報告せず放置し、さらに内部犯と疑われる顧客情

2013 年のプログラムは GRC 分野、セキュリティソリ

報の漏洩という、更なるセキュリティインシデントが発生

ューション展開で数億円規模に達している。2013 年後

したために、これを契機にセキュリティ監査での指摘点を

半から2014 年にかけて、GRC の継続コンサルティング、

放置したことが問題となった。経営幹部はCIOとセキュリ

ソリューション展開、MSS ※5 でさらに倍増を予定して

ティ管理者を更迭し、2012年後半よりガバナンスやリスク

いる。さらにソリューションの内容は、セキュリティ

管理から総合セキュリティ分野まで包含する総合プログラ

機器導入、Web アプリケーションの脆弱性診断、アプ

ムを開始することとなったのである。

リケーションセキュリティ、認証及びアクセス管理、

具体的なパートナーとして、GRC（ガバナンス、リス
ク及びコンプライアンス）監査を既に実施しているNCS
社のグローバルに展開する GEM

※2 コンサルティングチ

重要データセキュリティに及ぶ。
GRC コンサルティングでは、ICT システムのライフ
サイクル全般での、企画／設計時点、開発／構築時点、

ームに白羽の矢があたり、多年に渡る総合契約を結んだ。

運用フェーズ並びに何らかのシステムアップデート時

プログラムは 2 つに分かれており、GRC 面に特化して

点それぞれでの、リスクアセスメント、脆弱性診断や
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ICTシステムのライフサイクルの各フェーズでのセキュリティチェックを行い、
継続的に対処することが必要

ガバナンス／リスク
／コンプライアンス
の観点による
リスクアセスメント

企画／
設計

開発／
構築

開発内容の
アセスメント
脆弱性診断

ICTシステムのライフサイクル管理
運用

改善結果の脆弱性診断

改善

最新の脆弱性情報
に基づく迅速な
セキュリティ
マネジメント

図 2 ICT システムのライフサイクル管理

セキュリティマネジメントについてのプロセスを構築

するライフサイクル管理が必要、という点である。NTT

することをサポートしている（図 2）。

コムグループのセキュリティビジネスをグローバルに展

前述のように、各ショップにはUTMを導入し、某通信

開する子会社であるNCS社はグローバルに展開している

会社系MSSにより管理されていたが、NCS社はこれを引

強みから、セキュリティ監査から入り、GRCの総合コン

き継ぐと共に、データセンター側の顧客管理システム、

サルティングを多年に渡り実施し、さらにセキュリティ

ERPシステム及びサプライチェーン管理システム等のIT

ソリューションの構築を経て、MSSの継続的提供という

システムを含め、総合的にセキュリティ面からのモニタリ

フルサービスを実施している。

ングを実施している。総合的なログデータの相関分析はも

MSS では、 NTT 研究所の研究成果をも盛り込んだ自

とより、システムの脆弱性が露呈した時の緊急パッチ等の

社独自開発のSIEM ※6 エンジンにより、セキュリティ対

対策、攻撃者による遠隔操作にて発生する異常な通信の有

策機器のみでは検知不能な、あるいは誤検知となるよう

無、システムの変更時のアセスメント等を総合的に実施す

な事象を自動分析している。さらに高度な分析能力を持

ることにより、リスクレベルを最小化している。

つリスクアナリストが脅威レベルの判定・確認を実施し
ている。サイバーセキュリティ脅威の変遷に熟知してい

本事例において学ぶべきポイント
本事例で学ぶべき点は、①URLフィルタリングやアン

る分析者、自動分析機能並びに既知の攻撃を防御するセ
キュリティ機器の総合的な組み合わせによって、総合リ

チウイルス機能まで登載したUTMの設置にも関わらずゼ

スクマネジメントを実現しているのである。

ロディ攻撃は成功する点、②マルウェア感染後重要デー

※ 1 CIO ： Chief Information Officer（最高情報責任者）
※ 2 GEM ： Global Enterprise Methodology
※ 3 CISO ： Chief Information Security Officer（最高情報セキュリティ責任者）
※ 4 CTO ： Chief Technology Officer（最高技術責任者）
※ 5 MSS ： Managed Security Service（マネジドセキュリティサービス）
※ 6 SIEM ： Security Incident and Event Management（セキュリティイベント情報管理シ
ステム）

タ漏洩の事実を早期に発見するのは非常に困難、③感染
を極力最小化するとともに異常を早期に検知するにはグ
ローバルなICTシステム全体を網羅的に管理することが
重要、④そのためには膨大なデータを相関分析し異常を
炙り出す仕組みと高度に訓練された分析者がキー、⑤内
部犯の可能性をも排斥するリスク管理を常時実施するこ
とが重要、⑥ICTシステムの脆弱性を早期に発見・回避
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