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CSIRT 構築のニーズの高まり
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年々高度化、複雑化しているサイバーセキュリティリスクへ対抗するために、企業が取るべき組織的戦略にはどのようなものがある
だろうか。近年では、不正アクセスや情報漏洩などのセキュリティインシデントの発生を前提として、CSIRT(Computer Security
Incident Response Team) を企業内に構築し、サイバーセキュリティリスクの低減を図る取組みが注目を集めている。今回は、
CSIRT とその構築に関する取組みに関して紹介したい。

ログを監 視し、 インシデ ントの検 知と記 録を行い、

（1）CSIRTとは

CSIR T へのエスカレーションを行う。SOC は高度化・

CSIRT とは、コンピュータセキュリティインシデン

複 雑化する攻撃を、最 新のセキュリティ技術を用い、

トに対処するための組織の総称である。その活動はイ

24 時間 365 日で監視を行う必要性のために、その機

ンシデント発生、脆弱性、攻撃予兆など一連の情報を

能の一部もしくは全てがアウトソーシングされるケース

収集・分析し、インシデントへの対応や未然防止、再

が多い。

発防止などを実施することである。ただし、CSIRT は
組織形態の抽象的概念であり、決まった実装形態はな

（2）
CSIRTが必要とされる背景

い。つまり、CSIRT はその目的や組織の背景により、
一つとして同じモデルは存在し得ない。よって、組織

NRI セキュアテクノロジーズによる「企業における情報

に合った CSIRT の姿を検討することになる。
また、CSIRT は、SOC（Security Operations Center）と混同されがちである
が、CSIR T の代表的な機能はインシデ
ントハンドリングである。発生したイン
シデントの被害を最小限に食い止めるた
めに、システム部門への技術的支援や助
言のみならず、インシデントの重大度に
より経営層への報告や、法務・広報部門
など社内関係部署との調整、社外のセ
キュリティ関連組織などへの連絡を行
い、インシデントの発生から収束までの
一連の対応を社内でリードする。このよ
うな性質上、CSIR T は自社内での構築

セキュリティ実態調査 2014」によると、社内 CSIRT を
（社）
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が基本である。
一方、SOC の主要機能はインシデント
の検知であり、セキュリティ機器や各種
ネットワーク装置、サーバのセキュリティ
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NCA 加入者数の推移
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構築済みの企業が昨年から 2.2
倍増加し、全体の 4 割を超えて
いることが示されている。また、

インシデント検知

経営層
システム
オーナー

国内で活動する CSIRT 間での
情報共有や連携を目的とした日
本シーサート協議会（以下 NCA）

経営層への
タイムリーな報告

現在で 74 チームの登録となっ

インシデント検知

システム
運用組織

SOC

• インシデント情報の一元集約
• 適切な権限に基づき、インシデント
ハンドリングの実施
• サイバー攻撃への対応に関する
専門性を集中化による対応能力
向上
社外組織

CSIRT

会 員 数 は、2013 年 度 末 の 47
チームから、2014 年 3 月 1 日

• CSIRTとしてA社とB社横断的な
連携体制の実現

情報システム 関連組織

A社情報システム部門
CSIRT統括

他CSIRT

情報システム子会社Ｂ社
CSIRT実務

社内関連組織部門
からの一元窓口

ており、一年間で倍近くの増加
となっている（図 1）
。
また、2013 年 3 月には各府
省庁において CSIR T 設置が完
了した。各府省庁の CSIR T は

外部セキュリティ
関連組織との連携

社内関係組織
広報部

図2

外部専門家
セキュリティ
ベンダ

企画部

人事部

法務部

外部機関
連携担当
部門

警察
関係省庁

CSIRT を中核とした、A 社のインシデント対応スキーム

内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）と緊密

関連会社を持つ大手企業である。情報システムも多

に連携し、CSIR T 機能の維持や向上を目指すほか、

数保有しており、その運用業務は情報子会社の B 社

情報セキュリティ上の脅威や、技術動向といった情

が主体で実施している。

報共有を進めている。米国では、上場企業の 65％が
CSIRT を設置しているところまできている。
ではなぜ、これほどまで CSIR T の構築が進んだの

ところが、ひとたびインシデントが発生すると、
対応プロセスが不明確であったため、A 社では「社
内に顔の利く有識者」を中心として、B 社を巻き込

であろうか。昨今のサイバー攻撃の高度化やセキュ

んで、場当たり的な対応を繰り返してきた。このため、

リティインシデント・脆弱性に関する報道の増加に

インシデント発生の度、A 社も B 社も情報システム

加え、CSIR T を多くのメディアが取り上げ、その機

部門の通常業務が機能不全に陥ることが度々あった。

能や目的、必要性などが広く認知されたことも増加

A 社は CSIR T を社内に構築することにより、属人的

の一因だろう。また、
「企業における情報セキュリティ

で場当たり的な対応を改め、高度に組織化された対応

実態調査 2014」によると CSIR T を構築する理由と

によりリスクを低減させると共に、有事の際に組織全体

して、
「迅速に対応できる」や「組織として対応でき

の機能不全に陥る状況から脱却しようとしていた。

る」
、
「対応フローが明確になる」などが挙げられて

弊社では A 社の CSIR T を定義するため CSIR T 構

おり、インシデントに対する組織的対応において

築支援コンサルティングを実施した。まず、既存の

CSIRT の重要性を各企業が感じていることがわかる。

セキュリティに関連業務・関連文書、関係部署など
の洗い出しを行い、現状の課題を明確化した。次に

（3）CSIRT構築支援コンサルティング

これら課題解決のため、CSIR T のミッションや組織
上の位置づけ、権限、関連部署、業務フローといった、

弊社グループではマネージドセキュリティサービ

CSIR T のデザインを行い、そのデザインを具現化す

スに加え、グループ会社の NTT コムセキュリティ社

るために、CSIR T を軸としたインシデントハンドリ

を通じて CSIR T 構築支援コンサルティングサービス

ングの社内基準を作成した。その後、社内で承認され、

を実施している。代表的な事例を以下に紹介しよう。

CSIR T はオーソライズされた組織となり、その運用

A 社は日本国内を中心に事業展開を行い、多数の
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が開始された（図 2）。
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マネージドセキュリティサービス
最終回 − 実例ベースで考える −

（4）CSIRT 運用のポイント
解決する必要があるが、サイ
バー攻撃の手法は日々進化して
おり、それに追随していくこと
は 非 常 に 難 し い。 こ の た め、
CSIRT 運用開始時は欲張らずに
スモールスタートでも構わな
い。限定された範囲での運用実

プロフェッショナルサービス

インシデントは迅速・確実に

メニュー

績を積みながら、徐々に CSIRT
の機能改善や対応範囲を広げて
いけばいいだろう。デザインし
た CSIRT の運用を確実に行い、

コンサル
ティング

レスキュー
サービス

概要

総合コンサルティング

GEMやCSIRT構築、その他要望に基づくコンサ
ルを提供

エントリー
モデル

バーチャルCSO

時間契約(前払い/80h)で、戦略的アドバイスや
資格に基づいたアドバイスを実施

非常勤
エキスパート

時間契約(半年分前払い/9日)で、月毎のセキュ
リティのテーマでアドバイスを実施

ワークショップ

個別テーマに基づく説明会(1回半日)

リスクインサイト
エクスプレス

リスクの簡易診断・評価

総合インシデントレスポンス

緊急事態にプロフェッショナルエンジニアが調
査・分析を実施初動対応、調査分析、改善提案
まで提供

インシデント初動対応パック

情報の整理、事象の把握と調査、
被害の拡大防止までを実施

脆弱性診断 ネットワーク／OS診断
Webアプリケーション診断

そこで得られた知見やノウハウ

図3

プラットフォームの弱点を診断、可視化
Webアプリケーションの弱点を診断、可視化

WideAngle プロフェッショナルサービス

を基に、PCDA を適切に回していくことが重要である。

きである。弊社の総合リスクマネジメントサービス

また、CSIRT の人材不足は非常に重要な問題である。

「WideAngle」のプロフェッショナルサービスメニュー

CSIRT に要求される人材は、セキュリティに関する技

でも、連載第４回目（2014 年 2 月号）で詳細を紹介

術的スキルだけでなく、社内外との高いコミュニケー

したとおり、セキュリティ支援を行っているので、ご

ションスキル、問題解決能力など多種多様に及ぶが、

一考いただければ幸いである（図 3）。

一企業内でそのような人材の育成と確保を行うことは
困難であろう。このため、例えば、セキュリティに関
する高度な専門知識が必要な内容は専門事業者への委
託により、社内の人材不足を補完することも検討すべ

NTT コミュニケーションズ㈱

お問い合わせ先 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

最終回によせて

過去 10 回に渡り連載してお届けした
「実例ベースで考える」
サイバー攻撃対応も、
今回で最終回を迎える。2 年弱に渡り、海外企業 1 社を含む 7 社での、実際に発生
したサイバーセキュリティインシデント、我々が取り組んだ例、並びに今後に向け
ての提言を、マネージドセキュリティサービスのみならず、ICT ライフサイクル管
理を含むコンサルティング・プロフェッショナルサービスについて説明してきた。
サイバーセキュリティ上でのインシデントや脅威に関する話題は、ほぼ毎日のように新聞紙上等を賑わしているが、その
傾向は沈静化どころか、凶悪、深刻化してきている。これまで登場させたインシデント例は、全て世界に名だたる大企業の実
例であり、また、それらに対する弊社チームが実施した対策も全て事実ベースであり、他山の石として自社での対策や対応を
考える上での参考にして頂きたいと願ってやまない。
ポイントとしては、日々高度化、巧妙となってきているサイバー攻撃や、社内からの漏洩事故に対して、セキュリティ対
策製品を開発・販売しているベンダーも種々の技術やインテリジェンスにより対応を強化してきているが、決して購入し設置
して安心、という訳にはいかない点である。サイバー攻撃を 100％防ぐことは不可能と考えられており、重要情報の漏洩や破
壊等に結びつく前に、検知、被害拡散防止及び漏洩等の阻止、並びに発生してしまった被害の最小化をすることが肝要で、そ
のための体制を組織し、プロセスを決め、さらに不足している技術要素やエンジニアがあれば信頼できる事業者にアウトソー
スをすることが重要であると言える。
経営企画部 マネージドセキュリティサービス推進室
室長 与沢 和紀
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