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企業や官公庁など、組織の情報インフラに対し、セ
キュリティの観点から監視、運用、インシデント対応
等の対策を包括的に実施する、マネージドセキュリティ
サービス（以下、MSS）の需要が爆発的に高まっている。
これに呼応するように、MSSPにおいては、ユー
ザ企業の多様化や、ユーザ企業の情報インフラに接
続するデバイス、アプリケーションの多様化に直面
している。
これは、より高度なMSSに対する要望が、大規模
顧客のみならず、中小規模の顧客層にも浸透しつつ
あるためである。これまで、金融機関や行政機関、

大規模製造業など、特殊な要件を必要とする大規模
顧客が需要の中心であった、高度チューニング＊ 1や
未知の脅威検知＊ 2といった高度なMSSが、中堅企
業や中小顧客にも普及、浸透しつつあり、　特に直近
1～2年で、より広範で複雑なものとなってきている。
同時に、MSSPにおいては、高度セキュリティ人
材確保が喫緊の直面している課題である。
多くのMSSPが、顧客からの要望を機械的に処理

するのではなく、「セキュリティのプロフェッショナ
ル」の見地から、的確なアドバイスを交えつつ、最
適な提案、解決を図ることを競っており、これら提案、
解決を図る高度セキュリティ技術担当者の確保が、
今後のセキュリティビジネスに対する需要拡大に応
える為の重要課題として位置付けられる。

セキュリティオペレーションにおける
フロースルー化・セルフマネジメント化により
高度なマネージドセキュリティサービスを普及拡大
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専門的な情報セキュリティ運用ニーズの急速な拡大に伴い、それらのサービスを提供するマネージドセキュリティサービスプロバイ
ダ（MSSP）においても人的リソースの集中と選択、事業の効率化に迫られている。今回は、顧客の高度化、複雑化する要望に応え
るために、マネージドセキュリティサービス提供基盤の改善を重ね、新サービスの開発を担う現場からレポートする。

マネージドセキュリティサービスを取り巻く環境
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図 1　統合仮想セキュリティ基盤によるMSS提供イメージ
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また、クラウドサービスや SDN＊ 3、NFV＊ 4の普
及に伴い、仮想環境上で、ハードウェア型セキュリ
ティ設備と同等の機能を提供するソフトウェア型セ
キュリティアプライアンス（以下、仮想セキュリティ
アプライアンス）の普及が急速に拡大し始めている。
そこで、NTTコミュニケーションズでは、限りあ
る高度セキュリティ人材をより効果的に活用し、高
度、高品質なMSSをニーズに応じて安定して提供す
るために、既存のMSSの技術的及び運用面でのフレー
ムワークの整備及び追加を図った。さらに、「統合仮
想セキュリティ基盤（以下、IVS （Integrated Virtual 

Security MSS Platform））」を追加開発し、2015年 1
月よりサービス提供を開始している（図 1）。

SDN、NFV普及以前よりネットワークオペレーショ
ンについては、自動化に対する各種取組みがなされ
てきている。しかしながら、セキュリティオペレー
ションの分野での類似の取組みは十分ではなかった。
これは、少量多品種でバラエティに富んだセキュリ
ティ対策技術と運用面での差異が自動化の障壁の一
つであったと考えられる。
そこで、IVSの開発に際し、MSSPにおける業務フ

ローの再整理に基づくシステム設計を実施した。
現在、NTTコミュニケーションズ　グローバルリ
スクオペレーションセンタ（以下、GROC （Global 

Risk Operations Center））にて実施している主要業務
フローを表 1に示す。
これら業務フローを、自動化の観点で、以下の 2
つの観点で整理した。

（1） 仮想セキュリティアプライアンス構築の自動化
（デリバリプロセスのフロースルー化）
IVSではサービスオーダ系オペレーションの自動化、
即ちフロースルー化の最初の取組として、仮想セキュ
リティアプライアンスを用いたMSSを前提とした。
IVSはクラウド環境への仮想セキュリティアプライア
ンスの構築、IVSとの監視接続、サービス終了時のク
ラウド環境からの削除をサービスオーダに基づき自動
実行する。これにより、ハードウェアアプライアンス
を用いて提供している既存セキュリティサービスでは
実現が困難であった「クラウドサービスならでは」の
即時サービス提供も同時に実現している。

（2）セキュリティ機能設定の自動化
　（セルフコントロール化）

IVSでは表 1で挙げた運用フェーズの第 2項目の
オペレーションを表 2の 3種に整理し、GROCオペ
レータが必ずしも介在する必要のないオペレーショ

項目  オペレーション例
初期設定 ・ 顧客からのサービス開始オーダの受領、顧客情報登録

（・ 仮想セキュリティアプライアンスのクラウドユーザ環境上への配置）
・ アプライアンスのMSS基盤との接続、監視開始

セキュリティシステム
監視

・ セキュリティ関連設備の監視並びに必要な措置

ネットワーク機能、セキュリティ
機能設定、変更管理
管理

・ ファイアウォールルール設定
・ URLフィルタリング、アプリケーションフィルタリングルール設定
・ IPS、Anti-Virus 等のカスタムシグネチャ適用、特定シグネチャの適用除外条件設定

脅威・インシデント検知、
レポーティング

・ セキュリティアプライアンス及びSIEM分析エンジンによる相関分析による自動脅威検知
・ リスクアナリストによる深堀した脅威の確認、重篤度判定、報告

運用

インシデント対応 ・ セキュリティインシデントへの初動対応、証跡確認などの調査分析、改善提案

廃止  ・ 顧客からのサービス廃止オーダの受領
・ セキュリティアプライアンスのMSS基盤との接続停止、監視終了
（・ 仮想セキュリティアプライアンスのクラウドユーザ環境上からの削除）

表 1　GROCにて実施している主要業務フロー

IVS によるフロースルー化、セルフコントロール化

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


8 ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.2

第10回 － 実例ベースで考える －
マネージドセキュリティサービスマネージドセキュリティサービス

ン（種別 1）については、顧客が申請した内容の評価
および設定変更を自動化可能な項目と定義した。
上記種別 1に該当した項目は、顧客が IVS基盤上
のカスタマーポータルウェブサイトで必要項目を入
力すると、即時に IVSが当該仮想セキュリティアプ
ライアンスの設定変更を即時実施する。
尚、種別 1に該当しないオペレーション（種別 2、
種別 3）については、顧客のカスタマーポータルウェ
ブサイト上での申請並びにMSS側のリスクアナリス
トの分析に基づき、引き続きオペレータが実施する
ものとした。
これらの顧客の申請は、前述のカスタマーポータ
ル上で実施する。このカスタマーポータルにおいて
も、顧客の使いやすさと業務フロー整理を同時に実
施した。
既存のカスタマーポータルサイトでは、提供する
セキュリティ機能ごとに必要な入力項目や、入力イ
ンタフェイスが統一されておらず、顧客、オペレー
タの双方で、機能ごとの習熟が必要な状態であった。
これを、セキュリティ機能横断的にインタフェイス
を統一し、顧客、オペレータの双方で判りやすさ、
扱いやすさの観点で見直しを図った。
以上の業務フロー整理により、オペレータをより
高いスキルが求められる業務に集中的に充てること
を可能とし、高品質なセキュリティオペレーション
をより低コストで、多くの顧客に提供可能な業務フ
ローを導入した。

IVSは現在、NT Tコミュニケーションズが提供する
クラウドサービス「Bizホスティング Enterprise Cloud」
向けMSSである「セキュリティオプション」の追加サー
ビスとして提供開始しており、既存サービスと比較して、
大幅な提供価格低減と、提供リードタイムの短縮を実
現している。また、セキュリティ機能としては、基本的
なセキュリティ対策（不正侵入防御（IPS）、URLフィル
タリング、Webや Email向けアンチウイルス、スパムメー
ル対策）をパッケージとして実装している。
今後、「Bizホスティング Enterprise Cloud」のみな
らず、他のクラウドサービスやオンプレミスでの仮
想化環境等への展開とWAF＊ 5への拡大などセキュ
リティ機能の拡充も予定しており、「気軽に」かつ「確
実に」セキュリティサービスが提供可能なインフラ
ストラクチャとして普及を目指していく。

種別 オペレーション例
1 顧客の申請内容の評価およ
び設定変更を自動化可能な
項目 

 URLフィルタリング設定
 ファイアウォールルール設定

2 顧客の変更申請内容をオペ
レータが評価した上で、設定
変更を行う項目

 アプリケーションフィルタリングルール設定
 IPS、Anti-Virus 等のカスタムシグネチャ適用、特定シグネチャの適用 
除外条件設定 

3 プロアクティブにオペレータ
が変更を提案し実施する項目 

 脅威状況に応じたルール変更、カスタムシグネチャ適用など

表 2　GROCオペレーション業務の再整理

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
E-mail：mss-sp-cp@ntt.com

お問い合わせ先

＊ 1 高度チューニング：顧客のネットワークや利用アプリケーション環境
に合わせてシグネチャを設定するなどのカスタマイズをすること

＊ 2 未知の脅威検知：サンドボックスによる振る舞い検出でのマルウェア
検出や、非セキュリティ設備のログも含めた総合的な相関分析により未
知の脅威の検知や潜在リスクを可視化すること

＊ 3 SDN：「Software-Defined Networking」の略。コンピュータネットワー
クを構成する通信機器を単一のソフトウェアによって集中的に制御し、
ネットワークの構造や構成、設定などを柔軟に、動的に変更することを
可能とする技術の総称。

＊ 4 NFV：「Network Functions Virtualization」の略。ネットワークを制
御する通信機器の機能をソフトウェアとして実装し、汎用サーバの仮想
化された OS 上で実行する方式。

＊ 5 WAF：「Web Application Firewall」の略、Web サイト等のアプリケー
ションレベルでの通信状況を監視し、脅威検知、遮断を実施。

IVS の今後の展開
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