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はじめに
Internet Motion Sensor,
Darknet, etc.

現在のインターネット環境は，一般的な生活インフ
ラストラクチャの一つとなっている。しかし、このイ
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ンターネット基盤上では機密情報の意図しない流出
やサービス提供サイトに対する DDoS 攻撃等による
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サービスの停止など問題が生じている．このような
インターネットにおける攻撃に対処するためには，攻
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撃情報を観測・収集して，それらを解析・モデル化・
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The Internet Cloud
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類型化することで，実際に行われている様々な攻撃に

Fig. 1 分散協調型監視アーキテクチャ

対処することが重要である．しかし、これらの攻撃性
情報は増大する一方であり、またネットワーク環境も
広がる一方であり、それを十分に守りうるスケーラブ

• 監視アドレス空間の分布が広がりをもつことに

ルな監視・運用環境が非常に重要になる．現在、国内

より，より一般的な攻撃特性の検出を可能とする

の複数の拠点で連携して攻撃性トラフィックの収集・

• 利用アドレス空間と監視アドレス空間を動的に
割り当てることで，攻撃状況に適した情報収集

解析と分散防衛基盤の研究を進めている。
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分散協調型監視アーキテクチャ

とサービスの保護を提供する

これまでに幾つかのプロジェクトでインターネット
上の定点観測による攻撃性トラフィックの収集が行わ
れている [1, 2, 3, 4]．これらの観測では，
「巨大な1 」
観測専用のアドレス空間を用意し，そこに到着する
攻撃性トラフィックを収集しているが，全ての組織が
「巨大な」アドレス空間を用意して観測し，その情報
を防御に使うことは不可能である．
そこで，各組織が割り当てられたネットワークのア
ドレス空間のうち一部を用いて攻撃の監視を行い，複
数の組織が協調することで全体として広いアドレス
空間の監視を実現する分散協調アーキテクチャの構築
を目指している (図 1)。これは単に空間を広げること
を目指しているだけでなく，実際に利用しているネッ
トワークのアドレス空間 (利用アドレス空間) の隙間
に攻撃性トラフィックを監視するアドレス空間 (監視
アドレス空間) が滲み込むように広がった環境を生み
出すことで，攻撃の特性をよく表した情報収集が可
能になることを狙っている。また，観測した攻撃情報
を利用アドレス空間の制御や運用自体にフィードバッ
クし，利用アドレス空間と監視アドレス空間を動的に
変えて行くことにより，
「監視と利用の連動した」ネッ
トワーク防衛基盤の構築を目指している。このアプ
ローチの特徴をまとめると、以下のとおりである。

• 未使用の断片アドレスを活用し、攻撃性トラフィッ
ク監視アドレス空間を確保する
1 大きいところでは

/8 (16,777,216 アドレス) のところもある
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攻撃性トラフィックの収集と解析
分散協調型の監視基盤の有効性を見積もるために，

まず，ある程度規模の大きな Darknet を設定し，そ
こで収集されたデータについて初期的な解析を行っ
た．ここで解析に用いたデータは，二つのサイトの

darknet で収集したもので，一つ目のサイトである
Site A では/18 のアドレスブロックを 1 本，二つ目の
サイトである Site B では/22 のアドレスブロックを
10 本分観測している．以下のグラフにおいて，Site B
の IP アドレスが軸方向に取られる場合には，各/22
のアドレスブロック同士の間に隙間をいれて表示し
てある．図 2 と図 3 は到着した攻撃パケット (TCP
SYN のみ) について、宛先アドレスを縦軸に時刻を
横軸に 24 時間分をプロットしたものである。これを
見ると特定のアドレスへの連続的な攻撃 (図で横線に
見える) とアドレス空間にわたる探索的な動きが見て
取れる。さらにこの宛先アドレスの第 4 オクテット
に着目して (256 毎にアドレス空間を折り返して)1 週
間分のパケット数を集計したものを図 4 と図 5 に示
す。これを見ると、特定のアドレスに対して攻撃が集
中している上に、さらにそれが異なる地点でも類似
した傾向を示している。これによりアドレス断片の
配置により狭い空間でも効率的な収集が可能であろ
うということが予想される。
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まとめ
現在、国内数拠点で連携して進めているインター

ネット攻撃データの収集とその初期的な解析につい
て紹介した。現在、これまでのデータ解析の知見を
もとに、分散協調型の収集・防衛基盤の構築を進めて
いる。
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