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(57)【要約】
　ネットワークに含まれる複数の通信機器から出力され
るログ情報及びトラフィック情報を収集するログ情報収
集部と、ログ情報収集部が収集したログ情報及びトラフ
ィック情報を正規化する正規化処理部と、正規化された
ログ情報及びトラフィック情報から関連するログ情報及
びトラフィック情報を抽出して予め決められたルールに
したがって分析し、不正アクセスがあるか否かを判定す
るログ情報分析処理部と、ログ情報分析処理部が判定し
た結果に基づく、重要度を示す情報を含むイベント情報
を出力するイベント情報通知部と、を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークのセキュリティ管理を行うログ分析装置であって、
　前記ネットワークに含まれる複数の通信機器から出力されるログ情報及びトラフィック
情報を収集するログ情報収集部と、
　前記ログ情報収集部が収集したログ情報及びトラフィック情報を正規化する正規化処理
部と、
　正規化されたログ情報及びトラフィック情報から関連するログ情報及びトラフィック情
報を抽出して予め決められたルールにしたがって分析し、不正アクセスがあるか否かを判
定するログ情報分析処理部と、
　前記ログ情報分析処理部が判定した結果に基づく、重要度を示す情報を含むイベント情
報を出力するイベント情報通知部と、
を有するログ分析装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のログ分析装置において、
　前記正規化処理部は、
　収集された前記ログ情報及びトラフィック情報を予め決められた共通カテゴリールール
に従って正規化し、正規化したログ情報及びトラフィック情報に含まれる複数の項目のう
ち、所定の項目が共通するログ情報及びトラフィック情報を同一のコネクションと特定し
、コネクション毎に異なる識別子であるコネクション識別情報を該ログ情報及びトラフィ
ック情報に付与する、ログ分析装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のログ分析装置において、
　前記ログ情報分析処理部は、
　前記正規化されたログ情報及びトラフィック情報から一定時間内に収集されたログ情報
及びトラフィック情報を抽出し、抽出したログ情報及びトラフィック情報に付与された前
記コネクション識別情報を参照し、該コネクション識別情報が一致するログ情報及びトラ
フィック情報を同一コネクションに基づくイベントによるものと認識し、認識したログ情
報及びトラフィック情報を前記ルールに基づいて分析することで、指定された特徴を持つ
イベントである指定イベントの検出の有無に応じたスコアを前記通信機器毎に付与し、付
与したスコアの合計を求める、ログ分析装置。
【請求項４】
　請求項１に記載のログ分析装置において、
　前記ログ情報分析処理部は、
　前記正規化されたログ情報及びトラフィック情報から一定時間の時系列のログ情報及び
トラフィック情報を抽出し、抽出したログ情報及びトラフィック情報を前記ルールに基づ
いて分析し、指定された特徴を持つイベントである指定イベントを検出すると、少なくと
も、該指定イベントが指定時間内に発生した回数に対応するスコア、該指定イベントの発
生間隔に基づくスコア、複数の該指定イベントが発生した順序及び指定イベント毎の発生
間隔に基づくスコア、該指定イベントが指定時間内に発生しない時間に基づくスコア、及
び複数の指定された項目毎に指定時間で足し合わせた量を比較した結果に基づくスコアの
合計を求める、ログ分析装置。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載のログ分析装置において、
　悪質なサイトを示すネットワークアドレスが列挙されたブラックリストを外部から取得
する外部情報収集部をさらに有し、
　前記ログ情報分析処理部は、
　前記ログ情報又はトラフィック情報に含まれるネットワークアドレスが前記ブラックリ
ストに含まれていると、前記スコアの合計に所定の値を加算して前記スコアの合計を更新
する、ログ分析装置。
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【請求項６】
　請求項４に記載のログ分析装置において、
　前記ログ情報分析処理部は、
　前記スコアの合計と予め決められた基準値とを比較し、該スコアの合計が該基準値より
も大きいと不正アクセスがあると判定し、
　前記イベント情報通知部は、
　前記重要度を示す情報として前記スコアの合計の情報を含む前記イベント情報を出力し
、前記ログ情報分析処理部により不正アクセスがあると判定された場合、同一のイベント
に基づくログ情報及びトラフィック情報を関連情報として前記イベント情報と共に出力す
る、ログ分析装置。
【請求項７】
　ネットワークのセキュリティ管理を行うログ分析装置による情報処理方法であって、
　前記ネットワークに含まれる複数の通信機器から出力されるログ情報及びトラフィック
情報を収集し、
　収集されたログ情報及びトラフィック情報を正規化し、
　正規化されたログ情報及びトラフィック情報から関連するログ情報及びトラフィック情
報を抽出して予め決められたルールにしたがって分析し、不正アクセスがあるか否かを判
定し、
　前記判定の結果に基づく、重要度を示す情報を含むイベント情報を出力する、情報処理
方法。
【請求項８】
　ネットワークのセキュリティ管理を行うコンピュータに、
　前記ネットワークに含まれる複数の通信機器から出力されるログ情報及びトラフィック
情報を収集する手順と、
　収集されたログ情報及びトラフィック情報を正規化する手順と、
　正規化されたログ情報及びトラフィック情報から関連するログ情報及びトラフィック情
報を抽出して予め決められたルールにしたがって分析し、不正アクセスがあるか否かを判
定する手順と、
　前記判定の結果に基づく、重要度を示す情報を含むイベント情報を出力する手順を前記
コンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ログ分析装置、情報処理方法及びプログラム、特に、ネットワークセキュリ
ティに関する攻撃を検出する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＰ（Internet　Protocol）ネットワークにおいて、不正侵入を検出するため、ログ情
報を用いた解析が行われている。特許文献１には、ネットワーク上の異常なアクセスをロ
ギングする侵入検知装置が出力する大量のログに対して、イベントの属性であるイベント
種別やアドレスなどの違いを考慮したイベント間の同時相関に基づいて複数のイベントを
グループ化することで、監視や分析を容易にする方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－０３８１１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、侵入方法に基づいた複数のログ情報の関連付けや分析を行わないと、パ
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ケットに対する複数のログ情報のグループ化だけでは、不正侵入の検出は困難と考えられ
る。
【０００５】
　本発明の目的は、複数の通信機器からのログ情報及びトラフィック情報に基づいて不正
アクセスの有無を総合的に判定可能にしたログ分析装置、情報処理方法、及びコンピュー
タに実行させるためのプログラムを提供することである。
【０００６】
　本発明の上記及びその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって
明らかにする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明のログ分析装置は、ネットワークのセキュリティ管理
を行うログ分析装置であって、
　前記ネットワークに含まれる複数の通信機器から出力されるログ情報及びトラフィック
情報を収集するログ情報収集部と、
　前記ログ情報収集部が収集したログ情報及びトラフィック情報を正規化する正規化処理
部と、
　正規化されたログ情報及びトラフィック情報から関連するログ情報及びトラフィック情
報を抽出して予め決められたルールにしたがって分析し、不正アクセスがあるか否かを判
定するログ情報分析処理部と、
　前記ログ情報分析処理部が判定した結果に基づく、重要度を示す情報を含むイベント情
報を出力するイベント情報通知部と、
を有する構成である。
【０００８】
　また、本発明の情報処理方法は、ネットワークのセキュリティ管理を行うログ分析装置
による情報処理方法であって、
　前記ネットワークに含まれる複数の通信機器から出力されるログ情報及びトラフィック
情報を収集し、
　収集されたログ情報及びトラフィック情報を正規化し、
　正規化されたログ情報及びトラフィック情報から関連するログ情報及びトラフィック情
報を抽出して予め決められたルールにしたがって分析し、不正アクセスがあるか否かを判
定し、
　前記判定の結果に基づく、重要度を示す情報を含むイベント情報を出力するものである
。
【０００９】
　さらに、本発明のプログラムは、ネットワークのセキュリティ管理を行うコンピュータ
に、
　前記ネットワークに含まれる複数の通信機器から出力されるログ情報及びトラフィック
情報を収集する手順と、
　収集されたログ情報及びトラフィック情報を正規化する手順と、
　正規化されたログ情報及びトラフィック情報から関連するログ情報及びトラフィック情
報を抽出して予め決められたルールにしたがって分析し、不正アクセスがあるか否かを判
定する手順と、
　前記判定の結果に基づく、重要度を示す情報を含むイベント情報を出力する手順を前記
コンピュータに実行させるものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、ネットワーク内の複数の通信機器から出力されるログ情報及びトラフィ
ック情報に基づいて、不正アクセスの攻撃による通信コネクションが引き起こす問題の重
要度を総合的に判定することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本実施形態のログ分析装置がセキュリティ管理を行うネットワークの一
構成例を示すブロック図である。
【図２】図２は、本実施形態のログ分析装置の一構成例を示すブロック図である。
【図３】図３は、ログフォーマットの一例を示す図である。
【図４】図４は、本実施形態のログ分析装置の動作手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。なお、以下に説明する実施形態は
、本発明の特許請求の範囲の解釈を限定するものではない。
【００１３】
　図１は本実施形態のログ分析装置がセキュリティ管理を行うネットワークの一構成例を
示すブロック図である。
【００１４】
　図１に示すように、ユーザＩＰネットワーク３０は、ユーザ端末１１、Ｐｒｏｘｙサー
バ１２、ＤＮＳ（Domain　Name　System）サーバ１３、メールサーバ１４、ファイルサー
バ１５、Ｗｅｂサーバ１６、ＩＰＳ（Intrusion　Prevention　System）１７、ファイア
ーウォール１８、スイッチ１９及びルータ２０を有する。本実施形態では、説明を簡単に
するためにユーザ端末１１が１台の場合で説明するが、複数のユーザ端末がユーザＩＰネ
ットワーク３０内に設けられていてもよい。
【００１５】
　Ｐｒｏｘｙサーバ１２、ＤＮＳ（Domain　Name　System）サーバ１３、メールサーバ１
４、ファイルサーバ１５、Ｗｅｂサーバ１６及びユーザ端末１１がスイッチ１９と接続さ
れている。スイッチ１９は、ＩＰＳ　１７、ファイアーウォール１８及びルータ２０を介
してインターネットと接続されている。ＩＰＳ　１７及びファイアーウォール１８は、イ
ンターネット側からの不正アクセスやウイルスによる攻撃を防ぐ。ルータ２０に、ユーザ
ＩＰネットワーク３０のセキュリティ管理を行うログ分析装置１０が接続されている。
【００１６】
　不正アクセスとして、例えば、ユーザ端末１１の場合、使用権限のない者がユーザ端末
１１のセキュリティ上の弱点を攻撃してユーザ端末１１を不正に使用したり、ユーザ端末
１１内のデータを改ざんしたり、ユーザ端末１１を使用不能にしたりすること等が考えら
れる。
【００１７】
　なお、ルータ２０に接続されるインターネットは外部ネットワークの一例であり、外部
ネットワークはインターネットに限らない。また、ユーザＩＰネットワーク３０は、セキ
ュリティの管理対象となるネットワークの一例であり、ＩＰにしたがってデータを伝送可
能なネットワークであればよく、例えば、ＬＡＮ（Local　Area　Network）である。ユー
ザＩＰネットワーク３０に含まれる情報通信機器は図１に示す構成に限らない。
【００１８】
　次に、本実施形態のログ分析装置の構成を説明する。図２は本実施形態のログ分析装置
の一構成例を示すブロック図である。
【００１９】
　ログ分析装置１０は制御部５１及び記憶部５２を有する構成である。制御部５１は、ロ
グ情報収集部１００と、正規化処理部１０１と、ログ情報分析処理部１０３と、イベント
情報通知部１０４と、外部情報収集部１０２とを有する。
【００２０】
　制御部５１には、プログラムにしたがって処理を実行するＣＰＵ（Central　Processin
g　Unit）（不図示）と、プログラムを記憶するメモリ（不図示）とが設けられている。
ＣＰＵがプログラムにしたがって処理を実行することで、図２に示すログ情報収集部１０
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０、正規化処理部１０１、ログ情報分析処理部１０３、イベント情報通知部１０４及び外
部情報収集部１０２がログ分析装置１０に仮想的に構成される。
【００２１】
　ログ情報収集部１００は、ルータ２０、スイッチ１９、ファイアーウォール１８、ＩＰ
Ｓ　１７、Ｗｅｂサーバ１６、ファイルサーバ１５、メールサーバ１４、ＤＮＳサーバ１
３及びＰｒｏｘｙサーバ１２からログ情報を受信すると、ログ情報から取得した機器識別
情報毎にログ情報を記憶部５２に保存する。ログ情報収集部１００は、ユーザ端末１１か
らログ情報を受信すると、ログ情報から取得したユーザＩＤ（Identifier：識別子）及び
機器識別情報に対応してログ情報を記憶部５２に保存する。ユーザＩＤはユーザ端末のユ
ーザ毎に異なる識別子である。
【００２２】
　また、ログ情報収集部１００は、ルータ２０及びスイッチ１９等からトラフィック情報
を受信すると、トラフィック情報から取得した機器識別情報毎にトラフィック情報を記憶
部５２に保存する。機器識別情報は、ログ情報又はトラフィック情報の送信元となる通信
機器を識別するための情報であり、通信機器毎に異なる情報である。
【００２３】
　正規化処理部１０１は、記憶部５２に収集されたログ情報及びトラフィック情報に対し
て、これらの情報をログ情報分析処理部１０３が検索及び分析しやすいデータ形式に統一
的に整理する正規化を行う。例えば、ルータ２０が出力するトラフィック情報のフォーマ
ットと、スイッチ１９が出力するトラフィック情報のフォーマットが異なることがある。
　　　
【００２４】
　具体的には、正規化処理部１０１は、予め決められた共通カテゴリールールにしたがっ
て、ログ情報及びトラフィック情報に含まれる項目（例えば、送信元ＩＰアドレス、宛先
ＩＰアドレス、送信元ポート情報、宛先ポート情報、プロトコル情報、機器識別情報及び
ユーザＩＤ等）が全機器共通のフォーマットに合うようにログ情報及びトラフィック情報
を更新する。
【００２５】
　また、正規化処理部１０１は、同一のＩＰコネクションのログ情報又はトラフィック情
報に、コネクション毎に異なる識別子であるコネクション識別子を付与して記憶部５２に
保存する。ＩＰコネクションが同一か否かの判定方法として、例えば、ログ情報又はトラ
フィック情報が、一定時間内のタイムスタンプで、ユーザＩＤ、送信元ＩＰアドレス、宛
先ＩＰアドレス、送信元ポート情報、宛先ポート情報及びプロトコル情報が同一であれば
、機器識別情報が異なっていても同一コネクションと判定する。コネクション識別情報の
一例として、ハッシュ値を算出して用いることが可能である。ログフォーマットの一例を
図３に示す。
【００２６】
　外部情報収集部１０２は、ログ情報分析処理部１０３が通信の向き（パケットの送信方
向）の判定や攻撃の分析に利用するために、悪質なサイトを示すネットワークアドレスと
してＵＲＬ（Uniform　Resource　Locator）及びＩＰアドレスが列挙されたブラックリス
トと、ユーザＩＰアドレスとを含む外部情報を外部から取得して記憶部５２に保存する。
ブラックリストは、インターネットに接続されたサーバ（不図示）に格納されていてもよ
く、ユーザＩＰネットワーク３０内のサーバに格納されていてもよい。ユーザＩＰアドレ
スは、ユーザ端末１１から取得することが可能である。
【００２７】
　ログ情報分析処理部１０３は、予め決められた分析ルールに基づいて、正規化されたロ
グ情報及びトラフィック情報を分析して、ユーザにとって脅威となるか否か重要度の指標
となるスコアを複数求め、複数のスコアの合計と予め決められた基準値とを比較し、比較
結果に基づいて不正アクセスがあるか否かを判定する。スコアの合計が基準値よりも大き
い場合、ログ情報分析処理部１０３は、脅威となる不正アクセスがあると判定する。本実
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施形態では、２種類の分析ルールによるスコアの算出方法を説明する。
【００２８】
　１つ目の分析ルールは、一定時間の時系列のログ情報及びトラフィック情報から総合的
に判定してスコアを付与するものである。
【００２９】
　ログ情報分析処理部１０３は、タイムスタンプの情報から一定時間の時系列のログ情報
及びトラフィック情報を抽出して参照し、ユーザＩＰアドレスが送信元ＩＰアドレス及び
宛先ＩＰアドレスの項目のうち、いずれの項目に記述されているかにより、通信の向きを
判別する。なお、ログ情報及びトラフィック情報に通信の向きの情報が含まれていてもよ
く、この場合、ログ情報分析処理部１０３は、その情報を利用してもよい。
【００３０】
　続いて、ログ情報分析処理部１０３は、抽出したログ情報及びトラフィック情報に対し
て分析ルールに基づいて、指定された特徴を持つイベントである指定イベントがあるか分
析する。分析の結果、ログ情報分析処理部１０３は、指定イベントを検出すると、指定イ
ベントが指定時間内に発生した回数（発生頻度）に対応してスコアを付け、指定イベント
の発生間隔に基づいてスコアを付け、複数の指定イベントが発生した順序及び指定イベン
ト毎の発生間隔に基づいてスコアを付け、指定イベントが指定時間内に発生しない時間に
基づいてスコアを付け、複数の指定された項目毎に指定時間で足し合わせた量を比較した
結果に基づいてスコアを付ける。そして、ログ情報分析処理部１０３は、これらのスコア
の合計を求める。
【００３１】
　上記のスコア付けは、種々の不正アクセスによって生じる現象を漏れなく検出するため
に規定されたものであるが、スコア付けは上記の５つの現象に限らない。
【００３２】
　上記のスコア付けでは、指定イベントの発生頻度が大きいほどスコアが大きくなり、指
定イベントの発生間隔が小さいほどスコアが大きくなる。また、複数の指定イベントの発
生順序及び指定イベント毎の発生間隔が予め決められた発生順序と発生間隔に近いほど、
スコアが大きくなる。指定時間内で指定イベントの発生しない時間が短いほど、スコアが
大きくなる。
【００３３】
　複数の指定された項目毎に指定時間で足し合わせた量を比較した結果に基づくスコアの
一例を、図３を参照して説明する。ここでは、図３に示すログ情報がユーザ端末１１から
出力されたものとする。複数の指定された項目を送信バイト数及び受信バイト数とすると
、指定時間内の送信バイト数を足し合わせた量である送信バイト量と指定時間内の受信バ
イト数を足し合わせた量である受信バイト量とを比較する。送信バイト量が受信バイト量
よりも極端に大きい場合、ユーザ端末１１から個人情報が大量に送出される現象が起きて
いると考えられ、スコアを大きくすることで、このような不正アクセスを検出可能となる
。
【００３４】
　２つ目の分析ルールは、同一コネクションの複数の通信処理を特定し、特定した複数の
通信処理に基づいて総合的に判定してスコアを付与するものである。
【００３５】
　ログ情報分析処理部１０３は、タイムスタンプの情報を参照して一定時間のログ情報及
びトラフィック情報を抽出し、抽出したログ情報及びトラフィック情報に付与されたコネ
クション識別情報を参照する。そして、ログ情報分析処理部１０３は、参照したコネクシ
ョン識別情報が一致するログ情報及びトラフィック情報を同一コネクションに基づくイベ
ントによるものと認識し、認識したログ情報及びトラフィック情報を分析ルールに基づい
て分析することで、通信機器毎に指定イベントの検出の有無に応じたスコアを付与し、複
数の通信機器のスコアの合計を求める。
【００３６】
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　具体的には、ログ情報分析処理部１０３は、同一コネクションと認識したログ情報及び
トラフィック情報に含まれる機器識別情報を参照して、機器識別情報毎にログ情報又はト
ラフィック情報を分析し、分析の結果、指定イベントを検出すると、その機器識別情報に
対応する通信機器にスコアを付与し、指定イベントを検出しないと、スコアを付与しない
。
【００３７】
　分析対象となるログ情報及びトラフィック情報の関連づけは、１つ目の分析ルールでは
一定時間の時系列によって行われ、２つ目の分析ルールでは同一のコネクション識別情報
によって行われる。
【００３８】
　また、上記２種類の分析ルールによるスコア付けの他に、ログ情報分析処理部１０３は
、ログ情報及びトラフィック情報にブラックリストのＵＲＬ又はＩＰアドレスが含まれて
いるか否かを判定し、ブラックリストのＵＲＬ又はＩＰアドレスがログ情報又はトラフィ
ック情報に含まれている場合、スコアに所定の値を加算する。
【００３９】
　イベント情報通知部１０４は、ログ情報分析処理部１０３の判定結果に基づいて、不正
アクセスに関する重要度を示す情報としてスコアの合計の情報を含むイベント情報を出力
する。また、ログ情報分析処理部１０３が不正アクセスを検出したと判定すると、イベン
ト情報通知部１０４は、不正アクセスに関して予め設定された脅威度以上の危険性がある
ことをセキュリティ管理者に通知するために、同一コネクションに基づくイベントと判定
された、複数の通信機器のログ情報及びトラフィック情報を関連情報としてイベント情報
に紐付けして出力する。
【００４０】
　セキュリティ管理者がログ分析装置１０を操作している場合、イベント情報通知部１０
４は、セキュリティ管理者に警告するために、ログ分析装置１０に接続された表示装置（
不図示）にイベント情報を表示させる。
【００４１】
　セキュリティ管理者は、表示装置に出力されるイベント情報を参照することで、イベン
ト情報に含まれるスコア合計に基づいて不正アクセスの可能性がある否か、その重要性を
判定することが可能となる。また、関連情報がイベント情報に添付されている場合、セキ
ュリティ管理者は、脅威となる不正アクセスが検出されたことを認識するとともに、関連
情報を詳細に分析することが可能となる。
【００４２】
　セキュリティ管理者が直接にログ分析装置１０を操作していなくても、例えば、セキュ
リティ管理者が操作可能な情報端末（不図示）がインターネットに接続され、その情報端
末がログ分析装置１０と通信可能になっていればよい。この場合、イベント情報通知部１
０４は、イベント情報をルータ２０及びインターネットを介してその情報端末に送信すれ
ばよい。
【００４３】
　なお、本実施形態では、ＣＰＵがプログラムを実行することで、ログ情報収集部１００
、正規化処理部１０１、ログ情報分析処理部１０３、イベント情報通知部１０４及び外部
情報収集部１０２が仮想的に構成される場合で説明したが、これらの構成の一部又は全部
が各機能に対応した専用回路で構成されてもよい。
【００４４】
　次に、本実施形態のログ分析装置の動作を、図１、図２及び図４を参照して説明する。
図４は本実施形態のログ分析装置の動作手順を示すフローチャートである。
【００４５】
　ここでは、ログ分析装置１０に表示装置（不図示）が接続され、セキュリティ管理者が
ログ分析装置１０を操作可能な状態にあるとする。
【００４６】
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　図１に示したブロック図において、ファイアーウォール１８及びＩＰＳ　１７は、通過
するＩＰパケットを監視し、ＩＰパケットから取得したログ情報をログ分析装置１０にル
ータ２０を介して送信する。ルータ２０及びスイッチ１９は、転送するＩＰパケットの情
報を、Ｎｅｔｆｌｏｗ、ｓＦｌｏｗ（登録商標）又はＩＰパケットのトラフィック情報と
してログ分析装置１０に送信する。Ｐｒｏｘｙサーバ１２、ＤＮＳサーバ１３、メールサ
ーバ１４、ファイルサーバ１５、Ｗｅｂサーバ１６及びユーザ端末１１は、アクセスに関
するログ情報をログ分析装置１０に送信する。ログ分析装置１０のログ情報収集部１００
は、ユーザＩＰネットワーク３０内の通信機器からログ情報及びトラフィック情報を収集
すると、これらの情報を記憶部５２に格納する（ステップ２０１）。
【００４７】
　今、ユーザ端末１１は、インターネットを介して、攻撃者の情報端末から攻撃を受けて
ウイルスに感染し、攻撃者に操られる「Ｂｏｔ」の状態になっているとする。攻撃者から
の指示を含むＩＰコネクションは、インターネット側からルータ２０、ファイアーウォー
ル１８、ＩＰＳ　１７、スイッチ１９及びＰｒｏｘｙサーバ１２を経由して、ユーザ端末
１１の順に転送されるものとする。このとき、このＩＰコネクションに関して、ルータ２
０及びスイッチ１９からトラフィック情報がログ分析装置１０に送信され、ファイアーウ
ォール１８、ＩＰＳ　１７、Ｐｒｏｘｙサーバ１２及びユーザ端末１１からログ情報がロ
グ分析装置１０に送信される。
【００４８】
　本実施形態では、攻撃者からの指示を含むＩＰコネクションに関するトラフィック情報
及びログ情報に、ユーザ端末１１のユーザＩＤと、このＩＰコネクションのコネクション
識別情報とが正規化処理部１０１よって付加される（ステップ２０２）。続いて、ログ情
報分析処理部１０３は、ＩＰＳ　１７で特定の攻撃の可能性がある特徴に適合するＩＰコ
ネクションに対して、ファイアーウォール１８及びＰｒｏｘｙサーバ１２のログ情報を抽
出し、分析ルールに基づいて、指定イベントの特徴を持つＩＰコネクションに該当するか
否かを分析する。そのＩＰコネクションに該当すると判定すると、ログ情報分析処理部１
０３は、スコアを付け、そのＩＰコネクションに該当しないと判定すると、スコアを付け
ない。
【００４９】
　また、ログ情報分析処理部１０３は、特定の攻撃の可能性がある特徴に適合するＩＰコ
ネクションに関して、ルータ２０及びスイッチ１９から出力されたトラフィック情報に対
して、分析ルールに基づいて、Ｕｓｅｒ－Ａｇｅｎｔ等ＨＴＴＰ（HyperText　Transfer
　Protocol）ヘッダ異常などの異常を分析し、異常と判定すると、スコア付けを行う。
【００５０】
　そして、ログ情報分析処理部１０３は、ＩＰＳ　１７のログ情報に基づくスコア、ファ
イアーウォール１８のログ情報に基づくスコア、Ｐｒｏｘｙサーバ１２のログ情報に基づ
くスコア、並びにルータ２０及びスイッチ１９から出力されたトラフィック情報に対する
スコアの合計を求める。スコアの合計は、ＩＰコネクションが特定の攻撃の可能性が高い
と判定される通信機器の数が多いほど、大きくなる。
【００５１】
　このようにして、攻撃の可能性があるコネクションに関する脅威度について、複数の通
信機器から出力されるログ情報及びトラフィック情報から判定されたスコアを組み合わせ
ることにより、不正アクセスの可能性が総合的に判断される。
【００５２】
　ここで、ステップ２０３において、別の分析ルールの場合を説明する。
【００５３】
　ログ情報分析処理部１０３は、２４時間や一週間等の一定時間における時系列のログ情
報及びトラフィック情報を分析することで、指定イベントが指定時間内に発生した回数に
対応するスコア付け、指定イベントの発生間隔に基づくスコア付け、複数の指定イベント
が発生した順序及び指定イベント毎の発生間隔に基づくスコア付け、指定イベントが指定
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時間内に発生しない時間に基づくスコア付け、複数の指定された項目毎の指定時間で足し
合わせた量を比較した結果に基づくスコア付けを行う。続いて、ログ情報分析処理部１０
３は、これらのスコアの合計を求める。
【００５４】
　単独のログ情報から不正アクセスを検出することは困難だが、このようにして、複数の
攻撃コネクションの情報を一定時間内の時系列のログ情報及びトラフィック情報から抽出
することで、不正アクセスを検出することが可能となる。
【００５５】
　なお、上記２種類の分析ルールによる方法を別々に説明したが、ログ情報分析処理部１
０３がこれら２種類の分析ルールのそれぞれに基づいてスコアを求め、大きい方をステッ
プ２０３の処理結果としてもよい。
【００５６】
　ステップ２０３の処理の後、ログ情報分析処理部１０３は、ログ情報及びトラフィック
情報にブラックリストのＵＲＬ又はＩＰアドレスが含まれているか否かを判定する（ステ
ップ２０４）。ブラックリストのＵＲＬ又はＩＰアドレスがログ情報又はトラフィック情
報に含まれている場合、ログ情報分析処理部１０３は、スコアに所定の値を加算し（ステ
ップ２０５）、ブラックリストのＵＲＬ及びＩＰアドレスがログ情報及びトラフィック情
報に含まれていない場合、ステップ２０６に進む。
【００５７】
　ログ情報分析処理部１０３は、スコアに基づいて重要度を判定するために、スコアの合
計と予め決められた基準値とを比較し、スコアの合計が基準値もより大きいか否かを判定
する（ステップ２０６）。スコアの合計が基準値以下の場合、ログ情報分析処理部１０３
は何もせずに処理を終了する。ステップ２０６の判定の結果、スコアの合計値が基準値以
下の場合、イベント情報通知部１０４は、表示装置（不図示）にイベント情報を出力する
（ステップ２０７）。ステップ２０６の判定の結果、スコアの合計値が基準値よりも大き
い場合、イベント情報通知部１０４は、表示装置（不図示）にイベント情報と共に関連情
報を出力する（ステップ２０８）。ログ分析装置１０は図４に示す手順を繰り返す。
【００５８】
　例えば、ステップ２０３の処理で一定時間における時系列のログ情報及びトラフィック
情報を分析する場合、ログ情報分析処理部１０３は、一週間のログ情報及びトラフィック
情報に含まれる、送信元ＩＰアドレスと宛先ＩＰアドレス間の送受信量の差分に対応する
スコア付けを行い、情報漏えいの攻撃コネクション候補を抽出する。送信元ＩＰアドレス
がユーザＩＰアドレスのときに送信量が受信量に比べて極端に大きいと、ユーザ端末１１
から外部に情報漏えいが起きていると考えられるからである。この場合、スコアの値が大
きくなる。抽出された攻撃コネクション候補に対して、同じ一定時間の複数の通信機器の
ログ情報及びトラフィック情報を同様に分析することにより、脅威度を示す判定結果を出
力することが可能となる。
【００５９】
　本実施形態によれば、ネットワーク内の複数の通信機器から出力されるログ情報及びト
ラフィック情報から関連するログ情報及びトラフィック情報を抽出し、予め決められた分
析ルールにしたがって複数のログ情報及びトラフィック情報を分析することで、不正アク
セスの攻撃による通信コネクションが引き起こす問題の重要度を、セキュリティ管理者の
判断に頼らず、総合的に自動で判定することが可能になる。
【００６０】
　なお、本発明の情報処理方法を実行するための手順を記述したプログラムをコンピュー
タにインストールし、コンピュータに本発明の情報処理方法を実行させてもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１０　　ログ分析装置
　１１　　ユーザ端末
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　１２　　Ｐｒｏｘｙサーバ
　１３　　ＤＮＳサーバ
　１４　　メールサーバ
　１５　　ファイルサーバ
　１６　　Ｗｅｂサーバ
　１７　　ＩＰＳ
　１８　　ファイアーウォール
　１９　　スイッチ
　２０　　ルータ
　１００　　ログ情報収集部
　１０１　　正規化処理部
　１０２　　外部情報収集部
　１０３　　ログ情報分析処理部
　１０４　　イベント情報通知部

【図１】 【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月27日(2016.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークのセキュリティ管理を行うログ分析装置であって、
　前記ネットワークに含まれる複数の通信機器から出力されるログ情報及びトラフィック
情報を収集するログ情報収集部と、
　前記ログ情報収集部が収集したログ情報及びトラフィック情報を予め決められた共通カ
テゴリールールに従って正規化し、正規化したログ情報及びトラフィック情報に含まれる
複数の項目のうち、所定の項目が共通するログ情報及びトラフィック情報を同一のコネク
ションと特定し、コネクション毎に異なる識別子であるコネクション識別情報を該ログ情
報及びトラフィック情報に付与する正規化処理部と、
　正規化されたログ情報及びトラフィック情報から一定時間内に収集されたログ情報及び
トラフィック情報を抽出し、抽出したログ情報及びトラフィック情報に付与された前記コ
ネクション識別情報を参照し、該コネクション識別情報が一致するログ情報及びトラフィ
ック情報を同一コネクションに基づくイベントによるものと認識し、認識したログ情報及
びトラフィック情報を前記ルールに基づいて分析することで、指定された特徴を持つイベ
ントである指定イベントの検出の有無に応じたスコアを前記通信機器毎に付与し、付与し
たスコアの合計を求めることで、不正アクセスがあるか否かを判定するログ情報分析処理
部と、
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　前記ログ情報分析処理部が判定した結果に基づく、重要度を示す情報を含むイベント情
報を出力するイベント情報通知部と、
を有するログ分析装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のログ分析装置において、
　前記ログ情報分析処理部は、
　前記正規化されたログ情報及びトラフィック情報から一定時間の時系列のログ情報及び
トラフィック情報を抽出し、抽出したログ情報及びトラフィック情報を前記ルールに基づ
いて分析し、指定された特徴を持つイベントである指定イベントを検出すると、少なくと
も、該指定イベントが指定時間内に発生した回数に対応するスコア、該指定イベントの発
生間隔に基づくスコア、複数の該指定イベントが発生した順序及び指定イベント毎の発生
間隔に基づくスコア、該指定イベントが指定時間内に発生しない時間に基づくスコア、及
び複数の指定された項目毎に指定時間で足し合わせた量を比較した結果に基づくスコアの
合計を求める、ログ分析装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のログ分析装置において、
　悪質なサイトを示すネットワークアドレスが列挙されたブラックリストを外部から取得
する外部情報収集部をさらに有し、
　前記ログ情報分析処理部は、
　前記ログ情報又はトラフィック情報に含まれるネットワークアドレスが前記ブラックリ
ストに含まれていると、前記スコアの合計に所定の値を加算して前記スコアの合計を更新
する、ログ分析装置。
【請求項４】
　請求項２に記載のログ分析装置において、
　前記ログ情報分析処理部は、
　前記スコアの合計と予め決められた基準値とを比較し、該スコアの合計が該基準値より
も大きいと不正アクセスがあると判定し、
　前記イベント情報通知部は、
　前記重要度を示す情報として前記スコアの合計の情報を含む前記イベント情報を出力し
、前記ログ情報分析処理部により不正アクセスがあると判定された場合、同一のイベント
に基づくログ情報及びトラフィック情報を関連情報として前記イベント情報と共に出力す
る、ログ分析装置。
【請求項５】
　ネットワークのセキュリティ管理を行うログ分析装置による情報処理方法であって、
　前記ネットワークに含まれる複数の通信機器から出力されるログ情報及びトラフィック
情報を収集し、
　収集されたログ情報及びトラフィック情報を予め決められた共通カテゴリールールに従
って正規化し、正規化したログ情報及びトラフィック情報に含まれる複数の項目のうち、
所定の項目が共通するログ情報及びトラフィック情報を同一のコネクションと特定し、コ
ネクション毎に異なる識別子であるコネクション識別情報を該ログ情報及びトラフィック
情報に付与し、
　正規化されたログ情報及びトラフィック情報から一定時間内に収集されたログ情報及び
トラフィック情報を抽出し、抽出したログ情報及びトラフィック情報に付与された前記コ
ネクション識別情報を参照し、該コネクション識別情報が一致するログ情報及びトラフィ
ック情報を同一コネクションに基づくイベントによるものと認識し、認識したログ情報及
びトラフィック情報を前記ルールに基づいて分析することで、指定された特徴を持つイベ
ントである指定イベントの検出の有無に応じたスコアを前記通信機器毎に付与し、付与し
たスコアの合計を求めることで、不正アクセスがあるか否かを判定し、
　前記判定の結果に基づく、重要度を示す情報を含むイベント情報を出力する、情報処理
方法。
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【請求項６】
　ネットワークのセキュリティ管理を行うコンピュータに、
　前記ネットワークに含まれる複数の通信機器から出力されるログ情報及びトラフィック
情報を収集する手順と、
　収集されたログ情報及びトラフィック情報を予め決められた共通カテゴリールールに従
って正規化し、正規化したログ情報及びトラフィック情報に含まれる複数の項目のうち、
所定の項目が共通するログ情報及びトラフィック情報を同一のコネクションと特定し、コ
ネクション毎に異なる識別子であるコネクション識別情報を該ログ情報及びトラフィック
情報に付与する手順と、
　正規化されたログ情報及びトラフィック情報から一定時間内に収集されたログ情報及び
トラフィック情報を抽出し、抽出したログ情報及びトラフィック情報に付与された前記コ
ネクション識別情報を参照し、該コネクション識別情報が一致するログ情報及びトラフィ
ック情報を同一コネクションに基づくイベントによるものと認識し、認識したログ情報及
びトラフィック情報を前記ルールに基づいて分析することで、指定された特徴を持つイベ
ントである指定イベントの検出の有無に応じたスコアを前記通信機器毎に付与し、付与し
たスコアの合計を求めることで、不正アクセスがあるか否かを判定する手順と、
　前記判定の結果に基づく、重要度を示す情報を含むイベント情報を出力する手順を前記
コンピュータに実行させるためのプログラム。
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