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あらまし 近年、ネットワークインシデントの早期検知や原因解析などの支援のためのコンピュータ

の活用が、特にインターネットサービスプロバイダで急務となっている。 

本論文では、現在これらの支援活動を統合的に行う目的で研究開発中のインシデント分析システムに

ついて、実際に分析活動に使用するツールやインシデントの管理に使用する管理機構を、より円滑に

かつ統合的に利用するための可視化とユーザインタフェースを担当するサブシステムの設計について、

構成要件の検討とその実現のための手法の提案を行う。 

キーワード ネットワークセキュリティ、支援ツール、可視化、ユーザインタフェース

1 はじめに  

最近、携帯電話によるネットワークを利用したメール

の利用や、ブロードバンドによる情報の配信が普及し、

インターネットの利用がさらに一般化すると伴に、ボッ

トやフィッシングなどによる巧妙な攻撃も多様化してい

る。こうした中、ネットワークの安定運用が、社会的な

必要となり、インターネットサービスプロバイダ各社は、

ネットワークセキュリティの保持に尽力しなければなら

ず、ネットワークインシデントの分析は、重要な問題と

なっている。 
我々は、インシデントの分析作業を効果的に実施する

ことを目的とし、様々な研究を行っている。たとえば、
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セキュリティ分析支援ツールの設計や実装、インシデン

ト情報をどのように運用するかのハンドリングなどであ

る。また、それぞれの研究をシステム全体としてどのよ

うに統合するかについても検討し、とりまとめた成果と

して、インシデント分析システムを構築している。 
本稿では、これらの研究を踏まえ、インシデント分析

システムの構築において必要とされる、可視化とユーザ

インタフェースを担当するサブシステムの設計について、

検討したので紹介する。 

1.1 研究の背景 

ネットワークインシデントの分析として良く知られ

ているものとしてIDSログの分析が存在する。ところが、
最近の攻撃の多様化から、既存の攻撃パターンの検出だ

けでなく、攻撃の予兆を検知するための、ネットワーク

のリアルタイムでの監視が重要となりつつある。リアル

タイムのネットワークの監視手段としては、広域に存在

するセンサの情報から、ポートごとの統計値データの傾

向分析[1][2]といったものが一般的である。そして最近で
は、分析者がネットワーク状態の概要を把握しやすいよ

うに、可視化を工夫し、様々な切り口で表示を行う研究

がなされている。 
例えば、IDS RainStorm[3]では、IDSログのリアルタイ
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ム監視のために、時間軸を折り返した可視化がなされて

いる。そしてこの表示に対し、ズーム領域を指定するこ

とにより送信元／宛先の IP アドレスの関係が可視化で
きるようになっていおり、IDS アラーム情報から、ポー
トのトラヒック情報までを監視できるようになっている。 
また、Visual Firewall[4]では、リアルタイムのトラフィ
ックの入出力／シグネチャ／時間軸でのトラフィック統

計値／IDSアラーム の4つの分析結果を同一画面上で表
示し、統合的に可視化することで、より多角的な監視が

行えるようになっている。 
これらの研究は、いくつかの統計的処理や可視化を組

み合わせたものである。しかし我々は、これに加えデー

タの収集と蓄積／前処理や、実際の分析結果の報告とい

った、インシデントの運用をも含めたインシデント分析

システムの構築について研究をおこなっている[5][6]。 
我々も、分析支援ツールの研究において可視化とユー

ザインタフェースを検討し実装してきた[7]。統合的なイ
ンシデント分析システムにおいては、個々の分析支援ツ

ールの可視化とユーザインタフェースを検討するだけで

なく、統合的なシステムとして検討する必要がある。そ

こで我々は、このインシデント分析システムにおける、

可視化とユーザインタフェースを担当するサブシステム

の設計についてについて検討を行った。 

1.2 分析技術の研究 

インシデントにかかわる事象（イベント）列を自動的

に検出し、分析者へ周知するために、我々は、リアルタ

イムデータを入力とする、各種分析手法を研究している。  
各種分析手法には、セキュリティ情報のログやトラヒッ

クデータなどを分析する、変化点分析、稀率分析、振る

舞い分析などがある。 
変化点分析（図１）は、統計的パターンの学習により、

時系列データが急峻に変化する点をものであり、複数の

パラメータに関し並行に処理が行えるため、例えば、ど

のポートにたいする急激な変化が起こったかを把握する

ことができる。 
また、稀率分析[8]は、正規分布を利用し、複数のネッ
トワーク間での、対象とするイベントが稀であるかを判

断するものであり、イベントの同時多発な傾向を捉える

ことができる。 
振る舞い分析[9](図 2-1)は、監視ポイントに到達した
パケットを送信元／宛先の IP アドレスとポートに着目
し、分類するものである。この分析はリアルタイムに分

類することが可能で、同時に可視化(図2-2)を行うことも
可能である。 
また、リアルタイムの分析手法で検出されたデータを

図３ ネットワーク状態の可視化
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図１ 変化点分析



 

 

さらに詳細に分析する、自己組織化マップによる分析や

過去データとの類似性分析などの研究を行っている。 
他にも、ネットワーク状態を可視化し、イベントを把

握できるようにした、パケットの３次元表現や送信元地

域を世界地図上で表現したものを備えている（図３）。 

1.3 インシデント分析システム 

統合的なインシデント分析システムの役割としては、

どのようにデータを収集／保存し、分析し、結果を周知

いった一連の流れがある。特に分析にあたっては、どの

ように業務を割り振り、どの処理まで進んだかを管理す

る運用（ハンドリング）も重要となる。そこで我々は、

統合的なシステムとして、以下の要素についても検討を

行っている。 

・ 各種センサ情報の取得／蓄積 
・ データ量の圧縮／情報の匿名化 
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図４ インシデント分析システムの概要 

図４ インシデント分析処理におけるワークフロー 



 

 

・ データ配信 
・ イベント発生時のインシデント処理フロー 
・ イベント処理履歴のデータベース化 
・ 過去の分析結果からの類似検索 
・ 分析処理における情報の可視化 

これらの検討を行いながら、既存の開発技術を用いた構

成した、インシデント分析システムの概要を図４に示す。 

2 可視化とユーザインタフェース 

分析者が、インシデントの判断および解決を迅速に行

うためには、分析の効率化のため、分析ツールのユーザ

インタフェースが重要であり、分析処理結果と密接に関

連する。 
特に、我々のシステムのように、いくつかの分析支援

ツールや運用などの作業が統合されている場合には、ど

のように分析ツールの変更を行うか、過去の分析履歴と

の照合をどのように行うかといった、統合システムとし

ての可視化とユーザインタフェースの検討が必要となる。 
そこで、分析システムおよびハンドリング面での必要

要件を検討した上で、これらを満たす可視化とユーザイ

ンタフェースを実現するサブシステムについて検討した。 

2.1 分析システムとしての要件 

分析システムの要件としては、以下のものが考えられ

る。 
・ 可視化によるネットワークの状況概要の把握 
・ イベント検出の自動化と発生状況の把握 
・ 分析手法の容易な変更 
・ データ詳細の表示 
・ 分析アルゴリズムに依存しない部分での一貫性の

ある操作 
・ 分析結果の保存と再利用 
・ 分析処理の繰り返しの支援 

 分析者としては、現在ネットワーク上でどのような現

象が起こっているか、それはどの範囲なのかといった状

況概要の把握の要望がある。また、イベントの予兆を検

出し、それを分析者にどのデータの何が原因で起こって

いるかを知らせる機能が必要である。 
 さらに、１つの分析でインシデントの判定が困難なイ

ベントを、他の分析手段を利用することで、明確にし、

確認したいという要求がある。また、イベントが発生し

た、実際の生のデータを見たいという要求もある。 
 多様な分析処理においては、使用するデータの形式や

分析結果として表示されるものは、それぞれ目的とする

検出イベントが異なる。そのため、統一的に扱うのが困

難である。しかし、分析者としては、分析アルゴリズム

に依存しない部分は、できるだけ一貫した操作で処理で

きることが望ましい。 
また、分析者の作業を遂行するには、分析結果を保存

したり、保存した結果を再利用したり、データの範囲を

変えてある一定の分析パターンを繰り返して実行したい

といった要求がある。 

2.2 ハンドリングとしての要件 

インシデントの分析を運用するためには、実際の分析

処理の流れを考慮した上で、以下のものが考えられる。 

・ インシデント処理の管理／分析処理の分担 
・ 報告処理のサポート 
・ インシデント原因の追究のための外部情報利用 
・ 作業履歴の保存と再利用 

インシデントの分析は迅速性が求められるものであ

るから、どのように分析者に分析作業を割り当てるかが

重要になる。 
つまり、インシデントの処理状況が画面上などで分か

り、かつ管理できることが必要となる。 
また、実際にはどのようなイベントが起こり、インシ

デントと判断されたかについての、関連機関への報告が

必要となるため、報告処理のサポートが必要である。 
また、インシデントの原因の追求に当たって、インシ

デントの可能性を示すだけでなく、事象の原因をできる

限り行える確認できることが必要なため、外部の関連デ

ータ（脆弱性情報など）を表示したり、過去のインシデ

ント事例のデータベース検索が行えたりすることが必要

である。図５に、インシデント分析処理におけるワーク

フローを示す。 

2.3  可視化とユーザインタフェース 

上記の要件を満たす、統合システムとしての可視化と

ユーザインタフェースとしては、以下の要件が必要であ

ると考える。 

・ 発生したイベントの可視化 
・ 開発した分析支援ツールの統合 
・ 分析とハンドリング機能の統合 
・ 履歴情報の保存／再利用 
・ 支援機能拡張性の保持 

 これらの要件を満たすサブシステムについては、図６

に示すような全体システムにおける位置づけをもつこと

とし、以下の各機能群の検討を実施した。 

 ａ）分析ツールの統合 
 並行して機能する分析ツールを統合し取り扱う

ためには、各分析ツールが分析結果を得るために使

用したデータ範囲（時間範囲）を参照できるように

する必要がある。しかしながら、変化点分析など分

析手法によっては、定常状態におけるデータを学習

し、突出した変化を検出するものもあり、使用した

データ範囲が明確に定義しづらい。従って、リアル



 

 

タイムデータの分析においては、データのアクセス

情報をシステム側が監視することによって、分析ツ

ールが利用したデータ範囲を明らかにすることと

した。 
 データ取得に使用するセンサの時刻情報は、常に

正確であるとは限らず、取得したデータの粒度（サ

ンプリング頻度）も一定であるとは限らない。そこ

で、利用したデータ範囲を指定することで、異なっ

た時間軸の長さと粒度で解析する必要のある場合

でも、それぞれの入力や結果がそれぞれの結果が意

味を持つ時間軸の範囲を明確にして作業できる。複

数の分析ツール間での解析結果を再合成する際に

は不可欠な機能である。 

 ｂ）発生イベントの可視化 
 イベントの発生をどのように表現し、分析者が分

かり易いように可視化していくかも重要である。そ

のためには、攻撃の特性に応じて、イベントの可視

化の表現方法を変えていく必要がある。現時点で、

実装し試用している具体的な表現例としては、以下

のものがある。 

・ 送信元と発信先の対応の空間的表現 
（3次元によるパケット流量表示） 

・ 単独のパラメータの時系列表現 
（時系列で表現するだけで十分な警報となり得る、

パケット量，メール量などトラヒック量の時系列

表示と変化点分析） 
・ 送信元の挙動のみに着目した、複数パラメータの

平面表現 
（振る舞い分析） 

・ 現実の属性（地理的位置など）を反映した表現 
（世界地図上の表現など） 

 時系列の表現で問題になるのは、そのサンプリン

グ頻度と表示速度である。特に、分析者が目でパタ

ーンを追う場合、実時間に対応した表示では散発的

でわからないイベントでも、微速度撮影のように時

間軸を縮めて表示することで、より長い時間範囲で

みたネットワークスキャンやポートスキャンなど

の活動を短時間で判断することができる。このイン

スタントリプレイにも似た機能は、視覚的にイベン

トを確認する上で、特に有効であると考える。 

 ｃ）ユーザインタフェースと操作履歴 
 本システムでは、利用者の操作履歴を保存するこ

とにより分析の過程を保存し、新たなインシデント

分析自動化モデルの作成および、ユーザインタフェ

ースの最適化に利用できるようにする。 
 専門家としての分析者は、様々な分析ツールの特

性を把握しており、分析イベントの発生をトリガと

して、いくつかの分析結果を参照し、それがインシ

図６ 可視化とユーザインタフェースサブシステム 
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2 Virus**の発生 分析完了 セキュリティパッチ未対応PCからのメール経由での再感染 A

3 **ポートトラヒック増加 報告書作成
実際のイベントに伴う一時的なトラヒック増加でインシデントで
ない

A

可視化管理
システム



 

 

デントであるかどうかを判断する。このような複数

の分析結果を統合して取扱う試みを自動化する際

の一助として、分析者の操作履歴を用いることを想

定している。 
 さらに、分析者が参照する分析結果の頻度情報な

どの操作情報は、分析支援ツールおよびシステム全

体のインタフェースを最適なものにするために有

用である。 

 ｄ）可視化管理システム 
 複数の表示を管理する可視化管理のためのシス

テムを導入し、過去の分析履歴やインシデント作業

状態も含めた表示ができるようにしている。 
このように、それぞれの分析支援ツールに依存しな

い部分を独立させた構成となっているため、本シス

テムには高い拡張性を持たせることができる。 
 一例として，可視化システムと可視化管理システ

ムをネットワーク接続することで、可視化作業を遠

隔地で行うことができる。将来分析センタシステム

を複数同時管理する際に、管理を一箇所で行うため

には不可欠な機能である。また、可視化に使える表

示装置等の資源に制限がある場合でも、可視化管理

を別にしておくことにより、各可視化結果に対応し

た複数の仮想画面を切り換えて表示することが容

易になる。これによって表示装置に依存しないシス

テム構築を行うことができる。 
 このようなモジュール化を行うことで、新たに分

析支援ツールを導入した場合でもユーザインタフ

ェースを最適なものにすることができる。 

3 考察 

本稿では、インシデント分析を統合的に行うためのシ

ステムの概要について紹介し、統合的なシステムにおい

て必要な可視化とユーザインタフェース機能部分を提供

するサブシステムの要件について検討した。 
現在、本分析システムの構築過程において、可視化、

及びユーザインタフェースは分析手法に組み込まれる形

で構築を進めているが、分析オペレータの視点に立って

みると、分析ツール利用インタフェースの一元化、イン

シデントハンドリング機能との容易な連携が重要となり、

本稿で述べたそれぞれの要件を考慮して、具体的なシス

テム設計をさらに進める必要がある。 
一般的に、可視化処理は分析そのものと強く依存して

いることもあり、機能的に明確な分離ができにくく、統

合化についても設計しにくいといった性格を有する検討

課題であるが、本システム構築においては、分析エンジ

ンの設計者、インシデントハンドリング処理設計者など

と強い連携をとりながら、可視化処理、ユーザインタフ

ェース設計を進めているため、より効果的な成果物が得

られるものと期待している。 
さらに、分析手法などが今後インシデントに依存して

変化することに鑑み、可視化、ユーザインタフェースに

ついても拡張性に富んだ設計であること、また分析支援

ツールの拡張やその有効性の評価といった、フィードバ

ック機構や多様な処理に対応できるシステム構成を考慮

することが重要となる。 

4 まとめ 

我々が、開発したインシデント分析システムは、プロ

トタイプとして実装されている。今後は、さらに分析支

援ツール同士の連携が図られていき、そのユーザインタ

フェースが評価されていく予定である。  
最後に、当研究を進めるに当たり、ご助言やご支援を

頂いた、関係者一同には、深く感謝の意をささげます。 
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