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あらまし 近年インターネットではセキュリティ攻撃とそのリスク状況を的確に把握することで
安全・安心なネットワークの管理運用を実現することが要求されている．筆者らは，インターネ
ットサービスプロバイダとの連携によって当該リスク状況を可能な限り実時間で認識するために，
必要なデータの収集蓄積，実時間分析，高度分析の各処理にかかわるインターネットイベント分
析手法の検討及びそのプロトタイプ化を実施した．
キーワード ネットワークセキュリティ，イベント分析，実時間解析，分析システム実装

１．研究開発の概要
我が国の情報通信戦略では，国内ブロードバン
ドインターネット環境の普及を積極的に推進し
てきた．この環境を支える情報通信基盤は，重要
な社会基盤としての地位を高めており，その安全
性を確保することが大きな課題である．
更なるネットワーク基盤の高度化及び情報通
信技術の発展を促進するためには，中核の要素技
術であるネットワークのセキュリティ対策やサ
イバー攻撃対策を実施することが急務である．こ
の目標を実現するため，ネットワークにおけるリ
スク状況を把握し，的確な対策に基づくリスク回
避やリスク低減を行うことが今後必要となる．
ネットワークのリスク状況の把握については，
ネットワーク上で収集できるイベント（セキュリ
ティ情報のログやトラヒックデータなどインタ
ーネット上で起こった事象の記録の総称）に基づ
いて，時系列解析などの統計手法を駆使した高度
な傾向分析，頻度分析などのインシデントに関わ
るイベント分析が重要となる．これらのイベント
分析結果から，現状のネットワークに対する危険
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レベル及びネットワーク設備に対する影響度を
導出し，情報通信基盤の安全性を確保することが
必要である．
本稿の先行研究として，筆者らは ISP（インタ
ーネットサービスプロバイダ）との連携により，
リスク状況を可能な限りの実時間で認識するた
めに必要なデータの収集蓄積，分析前処理及び高
度分析処理にかかわるプロセスモデル[1]と分析
支援ツール[2]を検討した．
本稿では，このリスク分析に関するプロセスモ
デルについてさらに検討を進め，インシデント分
析システムとして，イベント分析におけるデータ
収集蓄積，分析前処理及び高度分析処理などの要
素技術に関わる設計，実装などの研究開発成果に
ついて述べる．

２．研究の背景と要求事項
インターネット上のシステムが出力する各種
のイベント監視，またそれらの分析については，
IDS（侵入検知システム）や FW（ファイヤウォー
ル）などが排出するログ情報をベースに研究や商
用化の実装開発が進められている．本章では，現
状での研究動向及び求められる要求条件につい
て述べる．
2.1 イベント分析に関する活動の現状
市販のネットワーク監視システムでは，IDS や
FW のログ情報を収集し，それらの情報に対して
統計的な分析を行い，ネットワークのリスク状況
を把握しようとする試みが一般的である．
一例として，セキュリティベンダーの提供する

SOC（セキュリティオペレーションセンタ）では，
商用ビジネスとして広域的に収集した IDS/FW か
らのイベントを分析し，その結果を利用者に提供
するビジネスを進めている．これらの SOC で用い
られている手法は，主に統計分析及び簡単な相関
分析の実施である．
統計分析では，ネットワークでのパラメータ
（プロトコル種別，ポート番号，相手先 IP アド
レスなど）を用いて，「どのアドレスに対するど
のプロトコルのどのポートへのパケットが多い」
などと判断する傾向分析を実施している．
また，相関分析では，発生しているイベントの
同種性を相関を取ることで把握し，複数のイベン
トをより抽象化した同一イベントと認識するこ
とにより，不要なログ情報を排除削減し，以後の
分析の効率化に資することを目的としている．
SOC におけるイベント分析の多くは，分析の結
果を SOC の顧客に情報提供することが目的であ
る．その提供内容としては．例えばワームやウィ
ルス，スパイウェアなどの感染の度合いの測定や，
不正侵入の発見などが主になる．これらの情報提
供では，不特定多数のインターネット利用者やシ
ステム管理者向けの情報は公開していないのが
現状である．
2.2

広域イベント観測活動とその現状の課題

近年，JPCERT/CC のインターネット定点観測シ
ステム[3]などでは，広域に IDS を配備し多地点
でのインシデント情報を同時収集して，それらの
傾向分析を実施し，結果を時系列に表示している．
しかしながら，これらの活動では以下に述べる
理由により，十分な分析結果を導出するに至って
いない．現在イベント観測によって得られた結果
の判断は，専ら人手によって行われているのが実
情である．このような現状では次章に示すイベン
ト分析に関わる目標及び要求事項を十分に満足
しているとは言えないと考える．
• 一般公開情報は測定したイベントの列挙に
とどまっており，異なるプロトコルで起こるイベ
ントの相関がどのような意味を持つかについて
統計解析による解釈を与えていない．
• 複数のネットワーク間で同時多発的に起こ
るイベントについて，偶然の一致なのか，あるい
は組織的な意図があるものかを区別していない．
• 過去の脆弱性等の情報との相関が取られて
いないため，イベントが全く新しい脆弱性を示し
ているのか，あるいは過去の脆弱性の変種や亜種
であるのかに関する判断がない．
2.3

イベント分析のための要求事項

前述したイベント分析の現状に鑑み，インター
ネットのリスク分析をより価値の高いものとす
るために，筆者らはイベント分析に関わる目標を

以下に示すように掲げることとする．
目標：日本全域に渡るネットワークのリスク状
況を実時間で，精度高く把握し，その結果，その
リスクを排除または低減するための対策を早期
に導出し，日本のネットワークの安全確保と向上
に貢献する．
上記の目標に向けて，以下の要求事項の実現を
個別目標とする．
1) 日本全域にまたがる広域性
国内 ISP 及びエッジユーザからのイベントを，
可能な限り詳細に，かつ実時間にて収集する．こ
の際イベント収集に当たっては，日本国憲法第
21 条の 2 や電気通信事業法で保護が義務付けら
れている「通信の秘密」など，プライバシーに関
わる事項に対して配慮することが必要となる．
2) 実時間性を確保した分析性能
イベントを収集したタイミングから，分析まで
の時間を，可能な限り短くする．具体的な目標と
しては，イベント到着後，イベント情報からイン
シデント情報を導出するまでの時間として２分
以内を目指す．
3) 高い分析精度
上記の実時間分析に加え，高い精度の分析を並
行して実施する．具体的には，イベント情報から
導出されるインシデント情報に関わる詳細分析
を実施する．
詳細分析の例としては，原因の特定，過去事例
からの波及度や他事例との相関度特定などの分
析手法が考えられる．
4) 早期のセキュリティ対策の導出
分析の結果発見したインシデントに対して，可
能な限りの高い効果をもたらすセキュリティ対
策の導出を，可能な限り早い時点で実施する．

３．イベント分析のための方針
本研究では，上記の目標や要求事項を検討し，
具体的なイベント分析方針を決定した．以下，そ
の方針に従った具体的な研究手法を示す．
3.1

分析対象とするイベント

分析の対象として，IDS や FW など，ネットワ
ーク監視装置の排出するインシデントログ情報
及びトラヒック情報に関わるイベントを収集す
る．これらの中には，攻撃者の行動を特定するた
めのおとり機能を持つ Honeypot や，攻撃パケッ
ト を 観 測 す る 機 能 に 特 化 し た blackhole
network 等が取得した情報を含む．
時間的視点からは，実時間に収集できるリアル
タイム型イベント及びすでに蓄積されているオ
フライン型イベントの双方を分析可能とする．こ

れによって，運用上の制約により実時間での収集
ができない情報等も分析に活用できる．
3.2

イベント収集装置の設置場所

イベント収集装置は，各 ISP 内及びエッジネッ
トワークの設備に設置する．これにより，複数の
ISP における挙動及びエッジネットワーク利用
者における挙動を同時に把握することができる．
3.3

分析処理手法

分析に関わる処理に可能な限り実時間性を持
たせるため，大容量メモリを搭載した分析システ
ムを構築し，分析手法や役割別に特化した複数の
分析エンジンを並行並列に動作させる．
各分析エンジン間で効率的な処理を行うため
に，個々の分析が処理する入力データは統計情報
の集約などの事前処理を施し，各エンジンにマル
チキャストで配布した上で，各エンジンにて必要
な情報を利用して処理する形態をとる．

析特性と結果から導出された異常イベント群を
統合的な視点で見定めることが必要である．その
ために，各エンジンの結果の相関性を考慮し，危
険度の高いイベントをインシデントとして断定
するための判定プロセスが必要となる．
現在，インシデントとして認識するためのレベ
ルを数値としてスコア表現し，認知レベルを設定
する処理を開発している．これにより，ほぼ自動
的にインシデントの判定が可能となる．この自動
判定プロセスを稼動させるまでは，人間による判
定処理を一定期間行い，それらの学習に基づいた
自動判定プロセスを構築する予定である．
3.7

上記の判定プロセスによって導出されたイン
シデントは，分析運用者の目視で判断することと
なる．この際，その後の対策導出が容易となるよ
う，直観的に理解しやすく，分析を効率的に進め
るための可視化処理が必要となる．
3.8

3.4

インシデントハンドリングシステム

実時間分析処理

大容量メモリを搭載した分析システム上で動
作する実時間分析エンジンとしては，
• 変化点分析エンジン
• 稀率検出エンジン
• Bot 検出とマルウェア解析エンジン
の並列稼動を実施すべく開発中である．
各エンジンの入出力の同期を取るため，これら
に対して一元化されたイベントを与える処理を
実施し，異常状態（リスク状態）を検出し，実時
間レベルで検出した異常イベント群の情報を出
力する．
本処理は，実時間処理を前提とするため，もっ
とも直近に収集したイベント情報に基づき分析
を行う．また，過去の収集情報を再現して再分析
を行う際にも，本処理を応用できる．
3.5

分析運用者に対する可視化処理

詳細分析処理

上記実時間分析処理と並列に，モニター点から
収集されるイベント情報を大容量データベース
（DB）に格納する．その上で，DB 参照に基づく
過去データを含めたイベント情報を分析の対象
として，具体的な原因究明，以後の波及度/影響
度分析を実施する．
現在，自己組織化マップを用いたイベントパラ
メータ（各種イベントの属性）の相関性分析，及
び過去データとの類似性分析などの手法に基づ
く詳細分析処理を開発中である．
3.6 分析結果の統合化及び判定プロセス
分析結果の判定には，各エンジンの保有する分

上記までの分析プロセスの最終過程として，イ
ンシデントハンドリングシステム（IHS）での処
理を行う．具体的には，導出されたインシデント
を登録，管理し，分析運用者の指示に基づき，対
策情報を他システムに広報する機能を実現する．

４．イベント分析結果
本稿執筆時点では，全体的なシステム設計を完
了し，システムの開発実装及び評価を実施中であ
る．以下，現状の分析システム構築の結果を示す．
4.1

イベント収集及び前処理システム

図１に，インシデント分析システムのイメージ
を示す．ISP や大学等の研究協力機関，及び複数
の利用者サイトにモニターを設置し，実時間でイ
ベントの収集を行う準備がほぼ完了している．同
様に，イベントデータを一定期間蓄積した後に定
期的にアップロードするオフライン系イベント
収集システムも並行動作している．
4.2

事前処理システム

収集されたイベント情報を，分析しやすい形式
に整形する処理（基礎統計処理）を実施している．
具体的には，分析に必要なデータ項目を残しつつ，
不要なデータをフィルタ処理により削除し，より
量が少なくで扱いやすいデータにダイジェスト
化する処理を実行している．
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図 1 インシデント分析システムのイメージ図
事前処理で扱うデータとしては
•
•
•
•
•
•
•

発生時刻(UNIX time)
送信元と相手先 IP アドレス
送信元と相手先ポート番号
ペイロード長
TCP/UDP/ICMP のプロトコルフラグやタイプ
HTTP のメソッドなど解析に特化した事項
（取得可能ならば）ペイロードの内容

などがある．これらを利用して，以後の分析に
必要となるパラメータ群により基礎統計処理を
行う．
以降の分析処理においては，これらの統計処理
パラメータのうち，分析に必要なもののみを用い
る．このため，収集したデータを，分析に必要な
パラメータのみを含むデータに削減する．
この他のフィルタ処理としては，データ量の大
きな解析作業に直接関係のないペイロード部の
削除，および同様な攻撃が多数存在する場合にデ
ータ間の相関処理で正規化抽象化を行うことな
どが挙げられる．具体的な手法については，実時
間分析と詳細分析の手法と結果に基づいたフィ
ードバック作業が必要と考える．
本手順の情報量削減処理により，扱うデータ量
を 1/10 程度まで減らすことを目標としている．
4.3

実時間分析

本分析の目的は，現状のインターネットのリス
ク状況（傾向など）を迅速に把握することである．
具体的には，IP アドレス，ポート，相手先のネ
ットワークアドレスから得た地理的情報，アプリ
ケーションの種別など各種パラメータに基づく
基礎統計処理の結果を，実時間分析エンジンに入
力し，分析結果を得る．それぞれの分析エンジン
の特徴及び現状の成果を以下に示す．

図 2 変化点分析の例
A) 変化点分析
統計処理結果における複数のパラメータを並
列に用いて，変化点分析エンジン[4]を動作させ
る．動作した結果，通常の変化率と比較して，変
化が急激に認識できるパラメータ（例えばアクセ
ス数など）について早期検知を行う．複数パラメ
ータで並列処理することから，どのようなパラメ
ータ群に対する急激な変化が存在したのかどう
かを把握することが可能となる．
メールの数の急激な増加による LOVGATE-2 ウ
イルスの検知に応用した例を示す（図 2）.
B) 稀率分析
上記の変化点とは別に，どのくらい対象とする
イベントが稀であるという視点で，各種パラメー
タの分析を実施する．稀率の判断には正規分布を
使う．
本分析の応用例として，複数のネットワーク間
での稀率を比較することで，同時多発的に発生す
るイベントの傾向を捉えるのに有効なことが示
されている[5].この手法を複数の情報源に対し
て適用することで，DDoS 攻撃など，同時多発性
の高いインシデントの早期検知が可能になる．
C) 振る舞い分析
送信元 IP アドレス，相手先 IP アドレス，送信
元ポート番号および相手先ポート番号で示す 4
つの情報の組から，扱われるイベント情報の振る
舞い（パターン）を分類し，どのようにポートと
の関係があるのかを判断するための分析を実施
している．
具体的な手法として，図 3 に示す送信側と受信
側の各空間にイベントがどのように生起するか
を実線で結ぶ．プロトコルは色で表現する．これ
らを複数並べることで，どのような振る舞いが顕
著かの視覚的判断ができる（図 4）．本分析はポ
ートスキャンや DoS 攻撃の発見に有効と考える．
D) Bot 検出とマルウェア解析エンジン
近年，セキュリティ上の深刻な脅威として広く
認識されている BotNet について，ネットワーク
レベルのイベント発生タイミングに関する分析
を行い，Bot の存在を検知する Bot 検出エンジン
の開発を現在進めている．
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② 各入力ベクトル(例えばホスト)をもっとも近い値を
持つ参照ベクトルに割り当てる。
③ 各参照ベクトルは、自身に割り当てられた
入力ベクトル、および近傍の入力ベクトルの
値により、値を修正する。
④ ②～③を定めた回数繰り返し行う。
⑤ これにより得られた参照ベクトルについて、
ある属性項目に着目し、
・ その参照ベクトルに割り当てられるホスト
の数を半径
・ 着目する属性項目に対応する、その参照
ベクトルの要素の値を色(青→赤)
としてマップに円を描画する。

自己組織化マップの特徴:
• 類似した属性を持つ構成要素（例えばホスト）が同じ格子点上に集まる
• 複数属性のマップ同士の比較ができるため相関を視覚的につかむことが容易
• ただし各格子点がどの構成要素に対応するかは格子点の座標からは単純にはわからない
• そのため各格子点と各構成要素との対応付けを別途行えるようにする必要がある
最
小
ポ
・
ト

218.132.172.35
最初の時刻

Unknown Type
最後の時刻

最小アドレス

時刻

図 5 自己組織化マップの構成手法と特徴
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図 3 振る舞い分析のための基本図示手法

similarity detected on incoming TCP packets and HTTP POST methods

図 6 自己組織化マップによる DDoS 分析例

図 4 振る舞い分析イメージ
また，情報収集のためのホスト（honeypot な
ど）で採取したパケットに対して，取得したペイ
ロード部を利用してマルウェア解析を行うため
のエンジンの導入を検討している．
これらの 4 つの手法を組み合わせることで，実
時間分析において，変化の急激なイベント，稀に
生起するイベント，イベントの振る舞いに関する
解析，Bot やマルウェアの検出などを実時間で実
行することができる．その上で，各分析の結果を
総合的に判断して，対象としているイベントがイ
ンシデントとして考慮すべきかどうかを判定す
る方向で検討を進めている．
4.4

詳細分析

詳細分析については，上記の実時間分析と並行
し，以下の処理を DB に蓄積したデータに基づき
実施する．
A) 自己組織化マップによる分析
イベントを発生するホスト（システム）に注目
し，複数のイベントの諸属性において，ホスト間
にどのように相関があるのかを分析する[6]．そ
の結果，相関性の強いパラメータを導出すること
ができ，実時間分析において，見逃している可能
性の高い，相関性を視覚的な分析表現により導出
することが可能となる．

図 5 に自己組織化マップの計算に関する一手
法の解説を示す．この手法では，類似性の高い集
団をより大きく表現して強調している．
自己組織化マップの計算処理には多数のイベ
ントを比較的長時間（数時間程度）にわたり集積
して行う必要があり，計算量的な負荷は高い．こ
のため，実時間処理ではなく詳細分析の手法とし
て，相関性パラメータを実時間分析などにフィー
ドバックさせる用途を主に想定している．図 6
に，自己組織化マップ分析によって得られた，TCP
と HTTP メソッドとの相関性を例示する．
B) 過去データとの類似性分析
DB に蓄積した過去イベントデータを用いて，
現状のトラヒックパターンと過去に発生した状
況との照合を行う．照合を行うパターンとして，
以前に発生した大きなインシデントの予兆パタ
ーンなどを対象とすることで，一定精度でのイン
シデント予知を行い，大きなインシデントの発生，
リスクの拡大を予防，制御することを目的とする．
具体的には，類似イベント間の諸属性間の相違を
どのような距離関数として表現すべきかを主に，
評価開発を進めている．
4.5

可視化処理

分析運用者には，インシデントであるかの判定
を行った後で，いかに効率的にインシデントの解
決収束のための処理を進めることが重要となる．
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図 7 視覚化処理の例
迅速な判断のためには，視覚的表現のツールを
複数配備して，分析作業をより迅速かつ正確に対
応できるようにすることが重要となる．
可視化処理は分析エンジンの出力等と密接に
関連するため，分析アルゴリズムと共に開発を行
っている[7]．図 7 に振る舞い分析の３次元表現
による実時間イベントの傾向，およびイベントが
世界のどの国から生起しているのかを描画した
イメージを示す．

５．今後の課題
本稿では，インターネットにおける実時間イベ
ント分析の研究開発として，実時間イベント分析
を目的としたシステムの開発状況と，後処理であ
るインシデント分析システムの概要を報告した．
本稿執筆の時点では，各分析エンジンの評価，
組み込みを実施している．また，複数の分析エン
ジンへの実時間イベントのマルチキャスト配送
等，各サブシステムを結合して同時処理能力を向
上するための開発実装も行っている．
今後の課題として，各分析エンジン，インシデ
ント判定，IHS など各サブシステムを相互連携す
るための設計と実装開発がある．
本稿のインシデント分析システムは，ISP と連
携してイベント分析に基づいたネットワークの
リスク状況を行うことを目的としたインシデン
ト分析センタ[8]のプロトタイプとなる．本セン
タは，現在 Telecom-ISAC[9]の協力を得て，研究
開発を進めている．現在の構成予定図を図 8 に示
す．当面の目標として，これらの課題を解決した
プロトタイプ実装を 2006 年前半に完成させる．
本稼動は，2007 年を予定している．
謝辞 本研究において多くのご助言，開発上の
ご支援をいただいた京都大学の高倉弘喜助教授，
九州大学の堀良彰助教授，奈良先端科学技術大学
院大学の門林雄基助教授，神戸大学の森井昌克教
授，KDDI 研究所の竹森敬祐氏，横河電機の武智
洋氏，馬場俊輔氏，鈴木和也氏に深く感謝します．
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図 8 インシデント分析センタの構成予定図
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