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概要
本研究ではトラフィックに対する格付け手法と、格付け情報を用いたトラフィック制御フレームワークを提案する。今日のインターネットにおいて
は、ミッションクリティカルなトラフィックと、ワームや DoS などのトラフィックが併存しており、しばしば後者のトラフィックによってネット
ワークインフラストラクチャに悪影響を及ぼしている。本研究では、インターネットにおける攻撃トレンド情報を元にしたトップダウンアプローチ
と、ローカルネットワークトラフィックの特性に基づくボトムアップアプローチを併用し、精度の高い格付け情報を算出する手法を提案する。そし
て、格付け情報に基づき、個々のネットワークにおけるポリシに従ったトラフィックコントロールを行い、ネットワークインフラストラクチャの保護
を実現する。

1 背景

同時多発的に押し寄せ、ネットワークのパフォーマンスに影響を
生じる可能性が高い。

インターネットは、さまざまなネットワークから構成されるベ

従って、未知の攻撃手法による不正トラフィックがネットワー

ストエフォートのネットワークである。インターネットが社会イ

クインフラストラクチャに与える脅威に対抗する防御手法の開発

ンフラとして利用されるようになるにつれ、ネットワークの可用

が必要である。

性がますます重要になっている。

2000 年 2 月に発生した DDoS(分散サービス妨害攻撃) では、
Amazon.com や Yahoo!、eBay などの Web サイトに長時間ア
クセスできなくなり、電子商取引に大きな影響を及ぼした [4]。
DDoS 攻撃では標的に対して直接攻撃を行うのではなく、図 1 に

DoS



 

示すように乗っ取ったホストを遠隔制御するため、。また、2003
年 1 月に発生した SQL Slammer ワームは、大量のトラフィック

   

により一部のネットワークの帯域を輻輳させた。

(

今後、大量の不正トラフィックが分散的に発生する事態が生じ


)

た場合、これまでにない甚大な被害の発生が予想される。イン
図1

ターネットを構成するネットワークにおいては、ADSL、FTTH

DDoS 攻撃

などのブロードバンド回線の普及により、アクセスネットワー
クの急速な広帯域化が進んでいる。ADSL では最大 50Mbps、

FTTH では 100Mbps、一部では 1Gbps もの帯域幅のサービス
が提供されている。一方、ISP(インターネットサービスプロバ

2 本研究の目的
本研究では、ワームや DoS(サービス妨害攻撃)、DDoS などの

イダ) のバックボーンネットワークやトランジットにおいては、

不正トラフィックからネットワークインフラストラクチャを保護

100Mbps から 1Gbps、最大でも 10Gbps 程度となっており、ア

するために、トラフィックに対する格付けという概念を導入し、

クセスネットワークの急速な広帯域化に見合うだけのネットワー

格付け情報に基づくトラフィックコントロールの実現を目的とす

ク帯域をバックボーンネットワークにおいて確保できていない。

る。

現時点では、統計多重効果により、ブロードバンドのアクセス

従来、決定論的なアプローチに基づいてトラフィック識別およ

回線の帯域が同時に消費されない前提でバックボーンネットワー

び制御手法が行われてきた。しかし、既存の識別手法では、識別

クが設計されている。この設計においては、平常時においては何

を行う対象のレイヤでは適切な判断が行えない、あるいは未知の

ら問題は生じないが、ウィルスやトロイの木馬等によって形成さ

攻撃手法に対して適切な判断が難しいといった課題があった。こ

れるボットネット等により、自律分散的な DDoS 攻撃が実施され

のため、本研究では確率論的なアプローチに基づいて算出したス

た場合や、ワーム等が急激に拡散した場合には、設計時に想定し

コアから格付けを行うことで、これまでのトラフィック識別手法

ていなかったほどのトラフィックが多数のアクセス回線に対して

とは異なる判断基準をネットワーク管理者に提示できる。
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において正規化処理が必要となる。

3 現在の対応策と問題点

既存の IDS や IPS は、このような複雑な正規化処理に多くの

これまで、正当なアプリケーションの利用のような適格トラ

計算機資源を要求するため、広帯域なネットワーク環境への適応

フィックと、ワームや DoS などの不適格トラフィックを識別

が難しい。また、データの正規化は、究極的にはエンドノードで

し、制御する手法として、Firewall や IPS (Intrusion Prevention

稼働しているアプリケーションごとのエミュレーションを必要と

System) が用いられてきた。本節では、これらのトラフィック識

するため、新たなプロトコルや実装への対応が常に求められる。
不正検知方式の IPS/IDS は、図 3 に示したように、シグネチャ

別・制御技術とその問題点について述べる。

3.1

Firewall

と呼ばれる攻撃のトラフィックパターンのデータベースをあらか

伝統的な Firewall は、あらかじめ定義されたポリシに従い、

じめ保持しておき、当該データベースに存在するか否かを元に、

ネットワーク層の情報である IP アドレス、およびトランスポー

トラフィックを判断している。このため、既知の攻撃手法しか検

ト層のデータである TCP や UDP のポート番号を元に通信の可

知できない問題がある。また、IPS/IDS において正規化が不十分

否を判断している。Firewall は、トランスポート層までのデータ

であると、IDS の検知を迂回し、その機能を無効化でいることが

に基づいてトラフィックの処理を決定する。このため、Firewall

指摘されている [12]。

はポリシで許可されたトラフィックが正当なサーバへのアクセス
に伴うトラフィックなのか、サーバの脆弱性を狙った攻撃に伴う
トラフィックかを区別できない。図 2 に、Web サーバのポート



80 番宛のトラフィックを許可するポリシを設定した Firewall が、

attack


攻撃の通過を許す例を示す。このように、Firewall ではトランス

attaaaack

ポート層によって判断を行っているため、アプリケーション層に
おける攻撃を許すなど、ネットワーク管理者の視点からすれば好




ましくない判断が行われる問題がある。
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図 3 IPS の動作概略

TCP 80 attack
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3.3 未知の攻撃
Symantec の調査 [? ] によれば、2004 年 1 月 1 日〜6 月 30 日
の間に、1,237 件の新たな脆弱性が発表されている。この件数は




Firewall



1 日あたりおよそ 6.8 件の脆弱性が発表されている計算となる。
Web

 

また、新たな脆弱性が発見されてから攻略コードがリリースされ
るまでの平均日数は 6 日間となっており、日々新たな攻撃手法が

図 2 Firewall を通過する攻撃

登場しているといえる。

4 本研究のアプローチ
3.2 IPS
IPS は 、主 に 不 正 検 知 方 式 (Misuse Detection) の

インターネット上を流れるトラフィックは、電子メール、ファ

イル転送、VoIP、電子商取引から、ワームの感染活動、DoS 攻撃、
IDS(Intrusion Detection System) をベースに開発されている。
DDoS 攻撃、まさに玉石混淆である。そのため、ネットワーク資
多くの IPS/IDS はネットワーク層、トランスポート層、アプリ
源を保護するためには、ワームや DoS などの不適格トラフィッ
ケーション層の各レイヤにおいてトラフィックの正規化処理を
行っている。
ネットワーク層での具体例としては、フラグメント化されたパ
ケットの再構築、リオーダリングされた IP パケットの並び替え
が挙げられる。トランスポート層では、TCP ストリームの再構
成、タイムアウト処理が必要とされる。さらに、アプリケーショ
ン層では、プロトコルやサーバアプリケーションごとに異なる正
規化を行う必要がある。例えば、多くの Web サーバでは、

http://example.com/test/../password
と http://example.com/password

クを判断する基準が必要である。

Firewall や IPS/IDS は、トラフィックを正当か不正を判断す
る二元論的アプローチを用いている。しかし、二元論的アプロー
チの判断には誤診断が伴い、未知のトラフィックに対する判断基
準を策定する必要があることから、未知のワームや DDoS 等の異
常なトラフィックからネットワークを保護する上で限界がある。
また、現在の IPS/IDS や Firewall ではトラフィックのフィル
タリングの粒度として、アプリケーション層やトランスポート層
のデータを基準としているが、さきほど指摘した通り、現在の手
法はスケーラビリティに乏しく、未知の攻撃への対応が困難で

を同一のファイルを対象としたリクエストとして扱うため、IDS

ある。
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4.1 格付け
本研究では、従来の二元論的アプローチに代わる手法として、
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確率論に基づく「格付け」アプローチを採用する
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金融セクタにおいては、すでに格付けのアプローチが広く浸透
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しており、Moody’s や Standard & Poor’s、Fitch、あるいは日
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は、これらの格付けに情報を活用することで、リスクを把握した
上で投資活動をできる。
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本格付研究所、格付投資情報センターなどの格付け機関が、債権、
株式、あるいは組織の格付けを行っている。これにより、投資家
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また、商業的な格付け以外にも、環境問題に対する取り組みを
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評価した「環境格付け」や大学に対する格付けも行われており、今
後の大学に対する判断の基準の１つになっていく可能性がある。

図4

トラフィック格付けフレームワーク

例えば、Standard & Poor’s は慶應義塾に対して長期発行体格付
けで「AA」格付けを行っており、慶應義塾に対する予備知識のな
い第三者であっても、慶應義塾の信頼度を確率論的に判断できる。

4.2

IP パケットベース

次に、IP パケットに基づく処理の概要を説明する。既存の

IPS/IDS は、データの正規化を行っているため、スケーラビリ
ティや検知精度などの面で課題がある。本研究では、アプリケー
ションのセッションや TCP ストリームを構成する個々の IP パ
ケットに着目し、一切ネットワーク層以上でのデータの正規化を
行わないアプローチをとる。
例えば、通常のネットワークにおいて、フラグメント化された

アドレスに対する格付けを行う。
セキュリティイベント集約サイトの 1 つである DShield.org
は、世界中の協力者から寄せられた IDS や Firewall のセキュリ
ティイベントを集計して提供するサイトで、1 日 2887 万イベン
ト、一ヶ月 8 億 8675 万イベントのデータを処理している (2005
年 9 月 28 日現在)。このため、世界各地の地域別の攻撃のトレン
ド、攻撃対象として急増しているポート番号の情報などが入手で
きる。DShield.org は Euclidian Consulting によって設立され、
現在では民間セキュリティ調査・教育機関である SANS Institute
の Internet Storm Center 部門によって運営されている。

IP パケットはほとんどない存在しない。ある研究ネットワーク
においてトラフィックを観測したところ、フラグメント化された
< 1518
bytes
0%

パケットの含有率は 0.01 % 未満であった。フラグメント化され
たパケットは、IDS 迂回攻撃に利用されることが知られており、

< 1024
bytes
38%

リスクが通常よりも高いと考えることができる。また、新規 TCP

< 64 bytes
46%

接続を確立する際に発生する SYN フラグのついたパケットは、
平均的な TCP トラフィックよりもリスクが高いと考えることが

< 512
bytes
5%

できる。これは、SYN アタックを受けた場合や、ワームによる

< 256
bytes
2%

サービスプローブを受けた場合には、SYN フラグを含むパケッ

< 128
bytes
9%

トが相対的に高い割合となるからである。
図 4 に本研究のフレームワークの概略を示す。格付け情報を利

図5

通常ネットワークにおけるパケット長の分布

用したトラフィックコントロールを行うことにより、未知のワー
ムの急激な感染拡大、あるいは DoS や DDoS 攻撃によるネット
< 1518
bytes
26%

ワークの帯域の輻輳からネットワークインフラストラクチャを保
護できる。さらに、本手法は従来の Firewall や IPS といったト

< 1024
bytes
1%

ラフィック制御手法と併用することも可能である。

< 64 bytes
47%

< 512
bytes
1%

4.3 トラフィックの格付け手法

< 256
bytes
1%

トラフィック格付けの手法には、トップダウンアプローチとボ

< 128
bytes
24%

トムアップアプローチを併用する。トップダウンアプローチでは、

DShield.org[2] や Symantec の DeepSight Threat Management
System[11] のような、グローバルなセキュリティイベント集約

図6

ハニーポットにおけるパケット長の分布

サイトにおける統計データを元に、マクロ的な視野からインター
ネット全体における攻撃のトレンドを俯瞰する。そして、セキュ

一方、ボトムアップアプローチでは、ローカルネットワークの

リティイベント集約サイトの情報を元に、ポート番号および IP

未使用 IP アドレス空間に低インタラクション型ハニーポットを
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設置し、不正トラフィックを積極的に収集する。通常のネット
ワークのトラフィック (図 5, 図 7) とハニーポットのトラフィッ
ク (図 6, 図 8) は異なる特性を有している。そのため、ハニーポッ
ト以外のホストで生じたトラフィックを適格トラフィック、ハ
ニーポットで生じたトラフィックを不適格トラフィックとして学
習させることにより、ベイズ推論を用いたトラフィックの格付け
が可能となる。トラフィックにおけるパラメータとしては、IP ア
ドレス、AS 番号、宛先ポート番号、通信先ノードまでのホップ
数、パケット長、TCP のフラグを収集する。
図9
UDP
7.1%

各大陸における攻撃のトレンド

ICMP
2.4%

TCP
90.5%

図7

通常ネットワークにおけるトランスポート層プロトコルの割合
図 10 ポート番号別のトレンド

UDP
0.6%

ICMP
0.0%

• インターネットトラフィックに対する格付け手法の開発
• 格付け情報によるトラフィック制御手法の開発
TCP
99.4%

本研究の成果としては、トラフィックに対する格付けという新
しいアプローチを通じて、格付け手法の開発、また格付け情報を
利用したトラフィック制御手法の開発が期待される。これらの成
果により、既存の手法では充分な対応が困難であったトラフィッ

図8

ハニーポットにおけるトランスポート層プロトコルの割合

ク特性に基づく制御を実現し、ネットワークインフラストラク
チャの保護を実現する。

本研究では、トップダウンアプローチとボトムアップアプロー
チによって得られた中間格付けデータを集約し、最終的な格付け
を決定する。そして、得られた格付け情報に基づき、個々のネッ
トワークにおけるポリシに従ったトラフィックコントロールを行

6 関連研究
6.1 レピュテーションサービス
レピュテーションサービスは、SPAM のメールの抑制を目的と

うことで、ネットワークインフラストラクチャの保護を実現する。

して、メールサーバにおいて SMTP クライアントの信頼性を評

例えば、格付け情報に基づき QoS のパラメータを調整し、セ

価するサービス [3],[13],[14] である。レピュテーションサービス

キュリティリスクの低いトラフィックの優先的な処理が実現でき

は、本研究でいうところのトップダウンアプローチに類似してい

る。また、ワームや DoS など、不適格トラフィックの可能性が

るが、プロトコルが SMTP に限定されている点が異なる。

高いと判断されたトラフィックについては、利用できる帯域幅を

6.2 Cisco Guard XT および Traﬃc Anomaly Detector

制限するレート制御、TCP コネクション数やウィンドウサイズ
を調整するフロー制御などの攻撃緩和策の実施が可能となる。さ

Cisco Guard XT[1] と Cisco Traﬃc Anomaly Detector は、
Cisco Systems の DoS/DDoS 軽減アプライアンスと DoS 検知ア

らに、格付けの低いトラフィックのみを IDS や IPS、あるいは

プリケーションである。Cisco Traﬃc Anomaly Detector で、通

アプリケーションゲートウェイといった処理コストの高い機器に

常のトラフィックパターンを学習させておき、DoS が発生した

ルーティングするなど、セキュリティリスクに応じた効率性の高

場合には、Cisco Guard XT が当該トラフィックを抑制する機能

いネットワーク運用が可能となる。

を持つ。Cisco Guard XT は、トラフィックの学習という観点で

5 期待される成果物
本研究により、以下の成果物が期待される。

はボトムアップアプローチに類似している。しかし、本研究のボ
トムアップアプローチとはハニーポットを用いる不適格なトラ
フィックを学習する点が異なる。
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7 これまでの活動
7.1 研究プロジェクト

8 政策・メディア研究科に進学を
志望する理由

学部 1 年次より徳田・村井・中村・楠本・南合同研究会に所属

政策・メディア研究科では、インターネット技術に関する研究

し、ネットワークとプログラミングを学んだ。学部 2 年次には

に留まらず、法律、ビジネスなどの分野とインターネット技術と

Cisco Networking Academy Program の講師を行い、コンピュー

の複合的な領域の研究が行われている。すでにインターネット

タ・ネットワーキングに関する教育活動を行っている。また、研

は、重要な社会インフラの一つとなっており、単にインターネッ

究室のネットワークにおいて IDS システムの構築・運用すること

トセキュリティ技術のみを対象とした研究では、実社会において

で、Solaris サーバへの侵入事件を発見できた。学部 3 年次には

効果的な運用を行うことは難しい。そのため、セキュリティ技術

IDS システムの効率的な運用と精度向上をめざし、ログ解析・視

を考えるにあたっては、個人情報保護やサイバー空間上での犯罪

覚化システムの構築に取り組み、2003 年 1 月には共著者として

行為に対する扱いを検討するなど、複合的な視野に立って研究を

『情報処理学会 分散システム/インターネット運用技術シンポジ

行える環境が重要である。また、本研究を進めるにあたり、開発

ウム』で「IDS のログ視覚化システムの構築」と題して論文を発

したシステムを実際に運用可能なコンピュータ・ネットワーク環

表した [7]。また、DHCP パケットを用いた OS 同定システムを

境が必要である。以上の理由から、研究を進めるにあたり、政策・

提案、実装し、2003 年 2 月の情報処理学会では『DHCP を用い

メディア研究科への進学を強く希望する。

た受動的フィンガープリンティング手法の提案と実装』と題して
論文を発表した [10]。
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