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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　監視対象システムにおいて検知される検知ログを分析するログ分析システムにおいて、
　前記監視対象システムにおいて行われる検知対象処理を検知し、当該検知対象処理の検
知ログを取得する取得装置と、
　前記取得装置により取得された前記検知ログを処理する処理装置と、を備え、
　前記処理装置は、前記検知ログに対する処理を順次行う複数の処理ブロックを含み、先
頭の処理ブロックから順に後段の処理ブロックへ当該検知ログを送りながら処理を行い、
　前記処理装置の最後の前記処理ブロックは、前記検知ログを受け取ったことを、当該処
理装置の最初の前記処理ブロックに通知し、
　前記処理装置の前記最初の処理ブロックは、処理を行った前記検知ログのうち、当該処
理装置の前記最後の処理ブロックからの通知において当該最後の処理ブロックに到達した
ことが確認できない検知ログを、後段の処理ブロックへ再送すること、
　を特徴とする、ログ分析システム。
【請求項２】
　前記処理装置の前記最初の処理ブロックは、一つの前記検知ログについて予め定められ
た回数送信を繰り返した後に、当該処理装置の前記最後の処理ブロックからの通知におい
て当該検知ログが当該最後の処理ブロックに到達したことが確認できない場合、当該検知
ログの送信を停止することを特徴とする、請求項１に記載のログ分析システム。
【請求項３】
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　前記処理装置の前記最初の処理ブロックは、前記検知ログに対して再送される検知ログ
か否かを識別可能な情報を付加して、当該検知ログを後段の処理ブロックに送ること、を
特徴とする、請求項１または請求項２に記載のログ分析システム。
【請求項４】
　前記処理装置の前記最初の処理ブロックは、前記検知ログに対して何回目の伝達かを示
す情報を付加して、当該検知ログを後段の処理ブロックに送ること、を特徴とする、請求
項１または請求項２に記載のログ分析システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対象システムにおいて発生するログを取得して分析するログ分析システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット等の情報通信ネットワーク（以下、単にネットワークと記す）を利用し
て、様々な情報システムにおいて大量のデータの通信や処理が行われている。一方、ネッ
トワーク上で稼働しているサーバや各種の端末装置等の機器に対する不正なアクセスやサ
ーバ等からの不正な情報流出等の問題が生じ得る。
【０００３】
　例えば、データ通信に関しては、不正な通信による被害を抑えるために、通信ログを後
で検査するのではなく、通信をリアルタイムで監視することが望ましい。そのような従来
技術として、例えば、各種監視装置からのセキュリティ・イベントを収集し、記憶し、記
憶されたセキュリティ・イベントのサブセットを、イベント・ストリームとしてマネージ
ャに供給し、イベント・ストリームにおける１以上の未知のイベント・パターンをマネー
ジャによって発見するものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また従来、ネットワーク上のサーバにおける通信を監視して、不正なアクセスやデータ
の送受信を検出し、対応処理することが行われている。複数のサーバを監視対象として、
その通信をセンターで監視することも行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００７－５３６６４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のネットワーク上の情報通信の監視等のように、大量のログを分析して特定の性質
を有する処理（例えば問題のある通信）を抽出する情報処理では、通常、分析対象として
取得されるログのデータ量は膨大であるが、その一方で、抽出すべき特定の性質を有する
処理またはその可能性のある処理に関するログはごくわずかに過ぎない。そのため、分析
対象のログを適切に絞り込んで効率良く分析するためには、システム内における処理対象
のデータの伝達を高速に行うことが望ましい。
【０００７】
　本発明の目的は、ログの分析において、処理対象のデータを、信頼度を落とすことなく
高速に伝達する手段を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明は、次のようなシステムとして実現される。このシ
ステムは、監視対象システムにおいて検知される検知ログを分析するログ分析システムに
おいて、監視対象システムにおいて行われる検知対象処理を検知し、この検知対象処理の
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検知ログを取得する取得装置と、この取得装置により取得された検知ログを処理する処理
装置と、を備える。そして、処理装置は、検知ログに対する処理を順次行う複数の処理ブ
ロックを含み、先頭の処理ブロックから順に後段の処理ブロックへ検知ログを送りながら
処理を行う。処理装置の最後の処理ブロックは、検知ログを受け取ったことを、処理装置
の最初の処理ブロックに通知する。処理装置の最初の処理ブロックは、処理を行った検知
ログのうち、処理装置の最後の処理ブロックからの通知において最後の処理ブロックに到
達したことが確認できない検知ログを、後段の処理ブロックへ再送する。
【０００９】
　より好ましくは、処理装置の最初の処理ブロックは、一つの検知ログについて予め定め
られた回数送信を繰り返した後に、処理装置の最後の処理ブロックからの通知において検
知ログが最後の処理ブロックに到達したことが確認できない場合、検知ログの送信を停止
する。
　さらに詳細には、処理装置の最初の処理ブロックは、検知ログに対して再送される検知
ログか否かを識別可能な情報を付加して、この検知ログを後段の処理ブロックに送る。
　または、処理装置の最初の処理ブロックは、検知ログに対して何回目の伝達かを示す情
報を付加して、この検知ログを後段の処理ブロックに送る。
【００１０】
　さらに本発明は、コンピュータを制御して上述した装置の各機能を実現するプログラム
としても実現される。このプログラムは、磁気ディスクや光ディスク、半導体メモリ、そ
の他の記録媒体に格納して配布したり、ネットワークを介して配信したりすることにより
、提供することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ログの分析において、処理対象のデータを、信頼度を落とすことなく
高速に伝達することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態のセキュリティ監視システムの構成例を示す図である。
【図２】監視サブシステムを構成する収集ユニットの機能構成例を示す図である。
【図３】コンポーネント化された処理単位ブロックにより構成される収集ユニットの構成
例を示す図である。
【図４】監視サブシステムを構成する検出ユニットの機能構成例を示す図である。
【図５】コンポーネント化された処理単位ブロックにより構成される検出ユニットの構成
例を示す図である。
【図６】監視サブシステムを構成する分析ユニットの機能構成例を示す図である。
【図７】相関分析の概念を示す図である。
【図８】増分分析の概念を示す図であり、図８（ａ）は、ある分析時における相関分析の
対象となった検出事象候補の構成例を示し、図８（ｂ）は、次の分析時における同じ検出
事象候補の構成例を示す図である。
【図９】コンポーネント化された処理単位ブロックを含む個別分析処理部、イベント集積
処理部、相関分析処理部および増分分析処理部により構成される分析ユニットの構成例を
示す図である。
【図１０】監視サブシステムの手動分析ユニットの機能構成例を示す図である。
【図１１】本実施形態における通信ログファイルの伝達方式を説明する図である。
【図１２】本実施形態による通信ログファイルの伝達の一例を示す図である。
【図１３】本実施形態による通信ログファイルの伝達の他の例を示す図である。
【図１４】本実施形態による通信ログファイルの伝達のさらに他の例を示す図である。
【図１５】端末装置の機能構成例を示す図である。
【図１６】分析用画面の構成例を示す図である。
【図１７】本実施形態の監視サブシステムの各サーバや端末装置を構成するのに好適なハ
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ードウェア構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。
　以下では、検査対象のシステムから検知対象処理のログ（検知ログ）を取得して分析す
る本実施形態のログ分析システムを、検知対象処理としてネットワーク上の通信を監視し
、検知ログとして通信ログを取得し分析するセキュリティ監視システムに適用した場合を
例として説明する。ネットワークに接続されたサーバ等の情報処理装置では、ネットワー
クを介して様々な通信が行われる。本実施形態のセキュリティ監視システム（ＳＯＣ（Se
curity Operation Center）システム）は、監視対象装置である情報処理装置の通信を監
視し、抽出すべき特定の性質を有する検知対象処理の一例として、外部からの不正なアク
セスや内部からの不正な情報流出等のような問題のある通信を抽出する。
【００１４】
＜システム構成例＞
　図１は、本実施形態のセキュリティ監視システムの構成例を示す図である。
　図１に示すように、本実施形態によるセキュリティ監視システムは、監視対象装置１０
０における通信を監視して通信ログを取得する取得装置としての検知デバイス１１０、ロ
グ取得エージェント１２１およびログ管理サブシステム１２０と、取得された通信ログを
処理して問題のある通信を抽出する処理装置としての監視サブシステム２００と、監視サ
ブシステム２００による処理の結果を出力する出力装置としての端末装置３００とを備え
る。図１に示す構成において、監視対象装置１００に搭載される検知デバイス１１０およ
びログ取得エージェント１２１と、ログ管理サブシステム１２０、監視サブシステム２０
０および端末装置３００とを区別するために、監視対象装置１００に搭載される構成要素
を対象側システムと呼び、ログ管理サブシステム１２０、監視サブシステム２００および
端末装置３００をセンター側システムと呼ぶ場合がある。なお、図１において、監視対象
装置１００は１台のみが例示されているが、実際のシステムにおいては、複数の監視対象
装置１００における通信を監視対象とする。
【００１５】
　監視対象装置１００は、本実施形態によるセキュリティ監視システムの監視対象であり
、検知デバイス１１０およびログ管理サブシステム１２０により取得されるログを生成す
る装置である。具体的には、ＩＤＳ（Intrusion Detection System）やＩＰＳ（Intrusio
n Prevention System）等のセキュリティ・システム、ファイア・ウォールやウィルス対
策ソフト等のソフトウェア等が搭載されて動作しているサーバ等である。
　なお、本実施形態では、セキュリティ監視システムとしてのログ分析システムが、ネッ
トワーク通信を監視対象として通信ログを取得する例について説明するが、通信以外の種
々の処理において生成される様々なログを取得し検査するために本実施形態のログ分析シ
ステムを適用することも可能である。
【００１６】
　検知デバイス１１０は、センサ１１１と、センサ・マネージャ１１２とで構成される。
センサ１１１は、本実施形態によるセキュリティ監視システムの監視対象単位であり、例
えば監視対象装置１００における通信の検知機能を用いて実現され、通信に関するデータ
をリアルタイムで取得する。センサ・マネージャ１１２は、例えば監視対象装置１００の
機能を用いて実現され、センサ１１１を管理する。すなわち、センサ１１１およびセンサ
・マネージャ１１２は、上述した、ＩＤＳ／ＩＰＳ、ファイア・ウォール、ウィルス対策
ソフト等の種々のセキュリティ・システムの機能として、ソフトウェアやソフトウェアと
ハードウェアとの組み合わせ等の様々な形態で提供される。実際のシステムにおいては、
監視対象として設定された監視対象装置１００の仕様や用途、使用環境などに応じて、様
々な種類のセンサ１１１およびセンサ・マネージャ１１２が使用される。
【００１７】
　ログ取得エージェント１２１は、センサ・マネージャ１１２の管理下でセンサ１１１に
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より取得された通信に関するデータを、通信ログとして、リアルタイムでログ管理サブシ
ステム１２０へ送信する。本実施形態では、このログ取得エージェント１２１によりログ
管理サブシステム１２０に送られる通信ログを「生ログ」と呼ぶ。ログ取得エージェント
１２１は、例えば、コンピュータ・プログラムとして提供され、このログ取得エージェン
ト１２１が監視対象装置１００にインストールされて実行されることにより、生ログをロ
グ管理サブシステム１２０へ送信する機能が実現される。生ログを取得するセンサ１１１
およびセンサ・マネージャ１１２には、上述したように様々な種類のものが用いられ得る
。そのため、生ログに含まれる情報の内容や形式は、生ログを取得したセンサ１１１およ
びセンサ・マネージャ１１２の種類に応じて異なる場合がある。
　なお、図１に示す構成例では、ログ取得エージェント１２１を対象側システムとして監
視対象装置１００に搭載する構成としたが、監視対象装置１００に搭載せずにセンター側
システムとして構成しても良い。この場合、ネットワークを介して監視対象装置１００に
接続された独立のサーバ等としてログ取得エージェント１２１を構成しても良いし、ログ
管理サブシステム１２０の機能の一つとしてログ取得エージェント１２１を実現しても良
い。
【００１８】
　ログ管理サブシステム１２０は、ログ取得エージェント１２１から生ログを取得する。
したがって、ログ管理サブシステム１２０においては、ログ取得エージェント１２１ごと
の生ログが取得される。また、ログ管理サブシステム１２０は、取得した生ログをセンサ
１１１ごとの通信ログファイルに分割し、リアルタイムで監視サブシステム２００へ送信
する。ログ管理サブシステム１２０は、例えば、コンピュータにより実現される。すなわ
ち、コンピュータの記憶装置に格納されたプログラムをＣＰＵが実行することにより、ロ
グ取得エージェント１２１から取得した生ログを通信ログファイルに分割して監視サブシ
ステム２００へ送信する上記の機能が実現される。
【００１９】
　監視サブシステム２００は、ログ管理サブシステム１２０から取得した通信ログファイ
ルに対する処理を行う処理ユニットとして、収集ユニット２１０と、検出ユニット２２０
と、分析ユニット２３０と、手動分析ユニット２４０とを備える。この監視サブシステム
２００は、ログ管理サブシステム１２０から取得した通信ログファイルをこれらの処理ユ
ニット２１０、２２０、２３０、２４０により順次処理し、問題のある通信を抽出する。
言い換えると、監視サブシステム２００は、通信ログファイルに示される監視対象装置１
００で行われた通信を、問題のある通信と問題のない通信とに仕分ける。
【００２０】
　監視サブシステム２００における処理ユニット２１０、２２０、２３０、２４０は、各
々、複数のサーバ（ハードウェア）により実現することが可能であり、各サーバが並列か
つ非同期に処理を実行することができる。そこで、本実施形態において、監視サブシステ
ム２００における処理ユニット２１０、２２０、２３０、２４０間の通信ログファイルの
伝達には、例えばＪＭＳ（Java Message Service）等に基づく非同期通信が用いられる。
監視サブシステム２００は、例えば、コンピュータにより実現される。すなわち、コンピ
ュータの記憶装置に格納されたプログラムをＣＰＵが実行することにより、各処理ユニッ
ト２１０、２２０、２３０、２４０の機能が実現される。各処理ユニット２１０、２２０
、２３０、２４０およびユニット間における通信の詳細については後述する。
【００２１】
　端末装置３００は、監視サブシステム２００による処理結果を出力する装置であり、監
視対象装置１００における通信を解析する解析者（アナリスト）が使用する装置である。
監視サブシステム２００による処理の結果として、監視対象装置１００における通信は、
問題のある通信と問題のない通信とに仕分けられる。ここで、問題のある通信には、不正
な通信であることが明らかなものと、不正な通信である可能性のあるもの（問題のない通
信と特定できないもの）とが含まれる。端末装置３００の使用者である解析者は、端末装
置３００に出力された監視サブシステム２００の処理結果に基づき、この不正な通信であ
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る可能性のある通信を解析して、不正な通信か否かを判断することができる。
【００２２】
　端末装置３００は、例えば、コンピュータにより実現される。すなわち、コンピュータ
の記憶装置に格納されたプログラムをＣＰＵが実行することにより、端末装置３００の各
機能が実現される。端末装置３００の具体的な機能と、端末装置３００において出力され
る情報の内容および出力形式の詳細については後述する。
【００２３】
＜収集ユニットの機能＞
　図２は、監視サブシステム２００を構成する収集ユニット２１０の機能構成例を示す図
である。
　第１処理ユニットである収集ユニット２１０は、ログ管理サブシステム１２０から取得
した通信ログファイルに対して、その通信ログファイルの元の通信ログ（生ログ）を取得
した検知デバイス１１０の種類ごとに設定された処理を行う。ここで、検知デバイス１１
０の種類とは、検知デバイス１１０のセンサ１１１およびセンサ・マネージャ１１２の機
能を提供するＩＤＳ／ＩＰＳ、ファイア・ウォール、ウィルス対策ソフト等の製品の種別
を意味する。なお、検知デバイス１１０の種類を特定する情報（ＩＤ、製品名等）は、例
えば、通信ログファイルに含まれている。
【００２４】
　図２に示すように、本実施形態の収集ユニット２１０は、取得した通信ログファイルに
対する処理として、分析対象ログの抽出処理、通信ログの正規化処理、通信ログの振り分
け処理、フィルタリング処理を行う。
【００２５】
　分析対象ログの抽出処理では、ログ管理サブシステム１２０から取得した通信ログファ
イルに含まれる通信ログのうち、監視サブシステム２００による処理（分析）の対象とな
る通信ログが抽出される。ログ管理サブシステム１２０から取得した通信ログファイル（
生ログ）には、検知デバイス１１０のセンサ１１１が起動した／停止したといった動作の
ログ等（分析に不要なログ）も含まれている。そこで、予め設定された監視サブシステム
２００の処理対象（分析対象）となる情報のみを抽出し、他の情報を除去する。
【００２６】
　通信ログの正規化処理では、抽出された分析対象の通信ログを予め定められた規則に基
づいて正規化する。具体的には、通信ログにおける日時、プロトコル番号、送信元ＩＰア
ドレス（Internet Protocol Address）、送信元ポート、宛先ＩＰアドレス、宛先ポート
等の情報を、共通の形式に整える。例えば、日時を記述する基準（西暦か和暦か等）およ
び書式を統一したり、ＩＰアドレスの表記法（記数法）を統一したりする。
【００２７】
　ここで、検知デバイス１１０の種類によっては、取得された通信ログに正規化処理の対
象となる情報の一部が含まれない場合がある。このような場合の対応としては、予め設定
されたデフォルト値を代入する、情報が無いことを示す値（Ｎｕｌｌ）を代入する、情報
を補完せずに分析を行う、等が考えられる。具体的には、不足している情報の種類に応じ
て、何れの対応を取るかが定められる。なお、通信ログの書式がその通信ログを取得した
検知デバイス１１０の製品仕様に合致しない場合や、取得した通信ログにおける値が異常
な場合（例えば、日時の値が未来の日時になっている等）は、不正な通信ログであるとし
て、分析対象から除去し、不正な通信ログを格納するデータベースに保存する。
【００２８】
　通信ログの振り分け処理は、検知デバイス１１０が複数の監視対象装置１００における
通信を対象とするデータセンタ方式である場合に、正規化された通信ログを、契約等によ
り定められた監視対象ごとの通信ログに分割する処理である。例えば、ネットワーク上に
設けられた検知デバイス１１０によるサービスを、登録された監視対象装置１００が利用
する環境で実施すると、一つの検知デバイス１１０が複数の監視対象装置１００の通信を
検知することがあり得る。この場合、検知デバイス１１０により取得された通信ログファ
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イルには、複数の監視対象装置１００における通信ログが含まれることとなる。そこで、
顧客単位で通信ログの分析を行うため、本実施形態では、監視対象装置１００ごとに通信
ログを分割する。したがって、データセンタ方式による実施形態を採用せず、監視対象ご
とに個別の検知デバイス１１０が設けられている場合は、この通信ログの振り分け処理は
不要である（通信ログは、予め振り分けられた状態となっている）。
【００２９】
　通信ログの振り分けは、例えば、ＩＰアドレスの範囲（レンジ）情報に基づいて行われ
る。例えば、検知デバイス１１０の扱うＩＰアドレスが「ｘ．ｘ．ｘ．１」～「ｘ．ｘ．
ｘ．３０」（ｘは０～２５５の数値）の範囲であり、顧客Ａの監視対象装置１００に割り
当てられたＩＰアドレスが「ｘ．ｘ．ｘ．１」～「ｘ．ｘ．ｘ．１０」、顧客Ｂの監視対
象装置１００に割り当てられたＩＰアドレスが「ｘ．ｘ．ｘ．１１」～「ｘ．ｘ．ｘ．１
２」、顧客Ｃの監視対象装置１００に割り当てられたＩＰアドレスが「ｘ．ｘ．ｘ．１３
」～「ｘ．ｘ．ｘ．３０」である場合を考える。これらの監視対象装置１００ごとのＩＰ
アドレスの範囲を予め登録しておくことにより、通信ログが何れの監視対象装置１００に
関するものかを判断し、振り分けることができる。
【００３０】
　フィルタリング処理では、顧客ごとに設定された個別の条件・規則に基づき、上記の振
り分け処理で振り分けられた通信ログを分析対象とするか否かが判断される。このフィル
タリング処理における判定項目としては、送信元ＩＰアドレス、送信元ポート、宛先ＩＰ
アドレス、宛先ポート等が挙げられる。すなわち、ある通信ログにおいて送信元ＩＰアド
レスが特定の値であった場合は、その通信ログを分析対象から除外する等のように処理す
ることができる。また、検知日時を判定項目に設定し、特定の日時以降に行われた通信の
みを分析対象とすることもできる。
【００３１】
　以上のようにして、収集ユニット２１０は、ログ管理サブシステム１２０から取得した
生ログの通信ログファイルから処理対象の通信ログを抽出して正規化する。そして、収集
ユニット２１０は、処理の済んだ通信ログを、後段の検出ユニット２２０へ送る。
【００３２】
　本実施形態では、上記のような処理を行う実行手段を、小さな処理単位ごとにコンポー
ネント化して構成する。このコンポーネント化された処理単位のブロック（以下、処理単
位ブロック）を組み合わせることにより、様々な検知デバイス１１０に対応する処理を容
易に構成することが可能となる。個々の処理単位ブロックが実行する処理の内容（処理単
位）は、特に限定されないが、処理単位ブロックの組み替えにより種々の検知デバイス１
１０に対応することが可能となるような内容に設定される。
【００３３】
　図３は、コンポーネント化された処理単位ブロックにより構成される収集ユニット２１
０の構成例を示す図である。
　図３に示す例では、「初期情報取得」、「受信件数取得」、「受信ファイル登録」、「
項目編集」、「フォーマット不一致ログ情報登録」、「ログ共通項目編集」、「顧客分割
」等の処理を行う処理単位ブロック２１１が組み合わされて収集ユニット２１０が構成さ
れている。なお、図３には、収集ユニット２１０を構成する処理単位ブロック２１１の一
部のみが記載されている。例えば、「初期情報取得」、「受信件数取得」、「受信ファイ
ル登録」等の処理単位ブロック２１１が、図２に示した分析対象ログ抽出処理を担い、「
項目編集」、「フォーマット不一致ログ情報登録」、「ログ共通項目編集」等の処理単位
ブロック２１１が、図２に示した正規化処理を担い、「顧客分割」等の処理単位ブロック
２１１が、図２に示した振り分け処理を担う。
【００３４】
　本実施形態では、検知デバイス１１０の種類（ＩＤＳ／ＩＰＳ、ファイア・ウォール、
ウィルス対策ソフト等の製品種別）に応じて、適用される処理単位ブロック２１１の種類
や順番を設定する。すなわち、監視対象として設定された監視対象装置１００の検知デバ
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イス１１０の種類ごとに、処理単位ブロック２１１の適用順（シーケンス）が用意される
。そして、処理対象の通信ログファイルの生ログを取得した検知デバイス１１０の種類に
応じて、その通信ログファイルを処理するために設定されたシーケンスを適用して、各処
理単位ブロック２１１による処理を行う。
【００３５】
　収集ユニット２１０の各処理単位ブロック２１１により行われる処理の結果は、例えば
収集ユニット２１０を構成するコンピュータのメモリに、一時的に保持される。そして、
収集ユニット２１０における処理が済んだ通信ログと共に後段の検出ユニット２２０へ送
る。
【００３６】
＜検出ユニットの機能＞
　図４は、監視サブシステム２００を構成する検出ユニット２２０の機能構成例を示す図
である。
　第２処理ユニットである検出ユニット２２０は、前段の収集ユニット２１０から取得し
た通信ログに対する処理として、その通信ログファイルの元の通信ログ（生ログ）を取得
した検知デバイス１１０の分類ごとに設定された処理を行う。ここで、検知デバイス１１
０の分類とは、検知デバイス１１０のセンサ１１１およびセンサ・マネージャ１１２の機
能を提供するセキュリティ装置の種別（ＩＤＳ／ＩＰＳやファイア・ウォール等）を意味
する。なお、検知デバイス１１０の分類を特定する情報（ＩＤ、機器名等）は、例えば、
通信ログファイルに含まれている。
【００３７】
　図４に示すように、本実施形態の検出ユニット２２０は、収集ユニット２１０により処
理された通信ログに対する処理として、共通情報の付加処理と、ログ集約（イベント化）
処理とを行う。
【００３８】
　共通情報の付加処理では、通信ログの分析に用いられる共通情報を付加する。この共通
情報は、各通信ログに共通の項目に関する情報である。本実施形態では、攻撃パターン情
報（オリジナル・シグネチャＩＤ）、通信方向区分、ルール・アクション、プロトコル番
号・名称、国コードの５項目が設定される。
【００３９】
　攻撃パターン情報は、監視サブシステム２００により各通信ログに付与される、攻撃パ
ターンを特定する情報である。検知デバイス１１０が通信ログ（生ログ）において何らか
の攻撃を検知すると、その通信ログに、検知した攻撃を特定する情報（メーカー・シグネ
チャ情報）を付加する。しかし、この情報の形式は監視対象装置１００や検知デバイス１
１０の種類に応じて様々であるので、本実施形態では、検出ユニット２２０が、オリジナ
ルの情報（攻撃パターン情報）を通信ログに付加する。
【００４０】
　通信方向区分は、通信ログにより示される通信が、外部ネットワークから監視対象装置
１００により区分される内部ネットワークへ向けて行われたものか、反対に内部ネットワ
ークから監視対象装置１００を通って外部ネットワークへ向けて行われたものかを示す情
報である。ネットワーク・セキュリティの分野では、通信元が内部ネットワークか外部ネ
ットワークかにより、通信の意味合いや重要度が大きく変わる。例えば、コンピュータ・
ウィルスに感染した情報処理装置が行う通信についての通信ログがあった場合、その通信
が外部ネットワークから送られたものであれば、コンピュータ・ウィルスに感染した情報
処理装置は外部ネットワークに存在するので、特に問題はない。一方、その通信が内部ネ
ットワークから送られたものである場合、監視対象装置１００の保護対象である内部ネッ
トワークにコンピュータ・ウィルスに感染した情報処理装置が存在することになるので対
処する必要がある。そこで、本実施形態では各通信ログにおける通信の方向を示す通信方
向区分の情報を付与する。ここで、通信方向区分の情報は、例えば監視対象装置１００の
ネットワーク・アドレスやプライベート・アドレスを参酌し、送信元ＩＰアドレスおよび
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宛先ＩＰアドレスが監視対象装置１００の内部ネットワークか外部ネットワークかを判断
することにより得られる。
【００４１】
　ルール・アクションは、監視対象装置１００において通信が検知された場合に、検知デ
バイス１１０により、その通信に応じて行われた動作（アクション）を示す情報である。
検知デバイス１１０としてＩＤＳやＩＰＳ等のセキュリティ装置が用いられている場合、
それらの装置は、有する機能に基づいて、危険な通信を検知したことを報告したり、その
通信を許可せず止めたりする。そこで、どのような動作が行われたかを示す情報が付与さ
れる。このルール・アクションの情報は、検知デバイス１１０であるセキュリティ装置に
よっても通信ログに付与される場合がある。しかし、同一の動作であっても、セキュリテ
ィ装置の種類によって名称が区々であるので、監視サブシステム２００において統一され
た名称を付与する。
【００４２】
　プロトコル番号・名称は、通信ログが示す通信に用いられた通信プロトコルの種類を示
す情報である。ＴＣＰやＵＤＰ等、いくつかのプロトコルがあるため、これらを識別する
ための情報を付与する。本実施形態では、例えばＩＡＮＡ（Internet Assigned Number A
uthority）の定義に基づいて定める。
【００４３】
　国コードは、通信ログが示す通信の送信元および宛先の国を示す情報であり、通信ログ
の送信元ＩＰアドレスおよび宛先ＩＰアドレスに基づいて決定される。この国コードは、
主に統計情報として用いられるが、送信元や宛先の国が、不正な通信による攻撃の多い国
か否か、国内か否か等に応じて通信の危険性が異なると考えられる場合には、通信ログの
分析に用いることもできる。
【００４４】
　以上のように、共通情報の付加処理では、通信ログの分析において利用価値の高い情報
が、共通の様式による情報として、通信ログに付加される。
【００４５】
　ログ集約（イベント化）処理では、通信ログを必要に応じて集約し、分析単位情報であ
るイベントを生成する。検知デバイス１１０として用いられるセキュリティ装置の種類に
応じて、通信ログの情報粒度は異なる。例えば、ファイア・ウォールは、検知対象の通信
が一つ検知されれば、直ちにセンサ１１１により検知される。これに対し、ＩＤＳ等では
複数の通信に基づき、所定の判断規則により危険な通信が行われていると判断される場合
に、センサ１１１により検知される。また、ウィルス対策ソフトでは、対象の情報処理装
置がコンピュータ・ウィルスに感染してからセンサ１１１により検知される。したがって
、検知デバイス１１０の種類に応じて、一つの通信ログにおける情報の重みが異なる。そ
こで、本実施形態では、検知デバイス１１０の種類に応じて、複数の通信ログを集積して
イベント化し、情報の粒度を揃える。すなわち、一つの通信ログの情報量が多い検知デバ
イス１１０により取得された通信ログに関しては、より少ない数の通信ログで一つのイベ
ントとし、一つの通信ログの情報量が少ない検知デバイス１１０により取得された通信ロ
グに関しては、より多い数の通信ログで一つのイベントとする。
【００４６】
　一例として、本実施形態では、検知デバイス１１０が、ファイア・ウォールである場合
と、その他の場合とでイベント化の処理を異ならせることとする。具体的には、検知デバ
イス１１０がファイア・ウォールである場合は、上述したように通信ログの情報量が少な
い（一つの通信でセンサ１１１により検知される）ので、取得された通信ログを、予め定
められた規則にしたがって集約することによりイベントを生成する。ファイア・ウォール
以外の検知デバイス１１０により取得された通信ログについては、ファイア・ウォールと
比較して通信ログの情報量が多い（複数の通信を経てセンサ１１１により検知される）の
で、一つのログを一つのイベントとする。
【００４７】
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　検知デバイス１１０がファイア・ウォールである場合のイベントの生成処理は、次のよ
うにして行われる。まず、通信ログに含まれる情報および上記の共通情報の付加処理で通
信ログに付加された共通情報に基づき、予め定められた集約規則に適合する通信ログを集
めてイベントとする。具体的には、例えば、判定項目として、通信ログに含まれる顧客Ｉ
Ｄ、検知日付、送信元ＩＰアドレス、送信元ポート番号、宛先ＩＰアドレスまたは宛先ポ
ート番号と、共通情報である通信方向区分、ルール・アクション、プロトコル番号（名称
）とが共通である通信ログを対象とし、この通信ログの数が予め定められた閾値以上とな
ったならば、それらの通信ログを集めてイベントとする。
【００４８】
　上記の集約規則に基づく判断で不適合となった通信ログに対して、次に、ホスト・スキ
ャン集約による判断が行われる。具体的には、例えば、判断項目として、通信ログに含ま
れる顧客ＩＤ、検知日付、送信元ＩＰアドレス、送信元ポート番号、宛先ポート番号と、
共通情報である通信方向区分、ルール・アクション、プロトコル番号（名称）とが共通で
ある通信ログを対象とし、ある宛先ＩＰアドレスを有する通信ログの数が予め定められた
閾値以上となったならば、それらの通信ログを集めてイベントとする。
【００４９】
　上記のホスト・スキャン集約による判断で不適合となった通信ログに対して、次に、ポ
ート・スキャン集約による判断が行われる。具体的には、例えば、判断項目として、通信
ログに含まれる顧客ＩＤ、検知日付、送信元ＩＰアドレス、送信元ポート番号、宛先ＩＰ
アドレスと、共通情報である通信方向区分、ルール・アクション、プロトコル番号（名称
）とが共通である通信ログを対象とし、ある宛先ポート番号を有する通信ログの数が予め
定められた閾値以上となったならば、それらの通信ログを集めてイベントとする。
【００５０】
　上記のポート・スキャン集約による判断で不適合となった通信ログに対しては、通信ロ
グの件数に基づく集積が行われ、イベント化される。このようにして、検出ユニット２２
０は、情報粒度の小さいファイア・ウォールの検知デバイス１１０により取得された通信
ログを集約して、他の検知デバイス１１０により取得された通信ログ（＝イベント）に対
して情報粒度を近づける。そして、検出ユニット２２０は、情報粒度の揃ったイベントを
、後段の分析ユニット２３０へ送る。
【００５１】
　本実施形態では、上記のような処理を行う実行手段を、小さな処理単位ごとにコンポー
ネント化して構成する。このコンポーネント化された処理単位のブロック（以下、処理単
位ブロック）を組み合わせることにより、検出ユニット２２０における処理の内容（個々
の処理単位の種類や実行順など）を設計することができる。そして、様々な監視対象装置
１００に対応する処理を容易に構成することが可能となる。個々の処理単位ブロックが実
行する処理の内容（処理単位）は、特に限定されないが、処理単位ブロックの組み替えに
より種々の監視対象装置１００に対応することが可能となるような内容に設定される。
【００５２】
　図５は、コンポーネント化された処理単位ブロックにより構成される検出ユニット２２
０の構成例を示す図である。
　図５に示す例では、「固有識別情報付加」、「通信方向区分付加」、「ルール・アクシ
ョン付加」、「プロトコル番号・名称付加」、「国コード付加」、「集約規則判断」、「
ホスト・スキャン集約」、「ポート・スキャン集約」等の処理を行う処理単位ブロック２
２１が組み合わされて検出ユニット２２０が構成されている。なお、図５には、検出ユニ
ット２２０を構成する処理単位ブロック２２１の一部のみが記載されている。例えば、「
固有識別情報付加」、「通信方向区分付加」、「ルール・アクション付加」、「プロトコ
ル番号・名称付加」、「国コード付加」等の処理単位ブロック２２１が、図４に示した共
通情報の付加処理を担い、「集約規則判断」、「ホスト・スキャン集約」、「ポート・ス
キャン集約」等の処理単位ブロック２２１が、図４に示したログ集約（イベント化）処理
を担う。
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【００５３】
　本実施形態では、監視対象装置１００の種類（セキュリティ装置の種別）に応じて、適
用される処理単位ブロック２２１の種類や順番を設定する。すなわち、監視対象として設
定された監視対象装置１００の種類ごとに、処理単位ブロック２２１の適用順（シーケン
ス）が用意される。そして、処理対象の通信ログファイルの生ログが取得された監視対象
装置１００の種類に応じて、その通信ログファイルを処理するために設定されたシーケン
スを適用して、各処理単位ブロック２２１による処理を行う。
【００５４】
　検出ユニット２２０の各処理単位ブロック２２１により行われる共通情報の付加処理お
よびログ集約処理の結果は、例えば検出ユニット２２０を構成するコンピュータのメモリ
に、一時的に保持される。そして、通信ログを集約して得られたイベントと共に後段の分
析ユニット２３０へ送る。
【００５５】
＜分析ユニットの機能＞
　図６は、監視サブシステム２００を構成する分析ユニット２３０の機能構成例を示す図
である。
　図６に示す構成例において、第３処理ユニットである分析ユニット２３０は、個別分析
処理部２３０ａと、イベント集積処理部２３０ｂと、相関分析処理部２３０ｃと、増分分
析処理部２３０ｄとにより構成される。
【００５６】
　個別分析処理部２３０ａは、検出ユニット２２０により生成されたイベントに対して、
個別に、問題のある通信か否かを判断する。具体的には、各イベントを不正な通信に関す
るリスト（いわゆるブラックリスト）と照合（マッチング）し、該当すれば、そのイベン
トに示される通信を不正な通信と判断する。ここで、不正な通信のリストは、例えば、問
題のある通信に関わるＩＰアドレスを登録している。そして、イベントに示される通信の
送信元ＩＰアドレスまたは宛先ＩＰアドレスの何れかがリストに登録されたものと合致す
れば、不正な通信として判断される。
【００５７】
　また、個別分析処理部２３０ａは、問題のある通信のリストとの照合により問題のある
通信であると判断されなかったイベントに関して、イベント間の相関関係に基づく分析を
行うか否かを判断する。すなわち、個別分析処理部２３０ａは、イベントを、相関関係に
基づく分析を行うイベントと、相関関係に基づく分析を行わないイベントとに分類する分
類手段として機能する。相関関係に基づく分析の対象とするか否かの判断は、例えば、イ
ベントに含まれる通信ログの情報や、検出ユニット２２０による共通情報の付加処理で通
信ログに付加された共通情報（攻撃パターン情報、通信方向種別など）により特定される
通信の内容に基づいて行われる。相関関係に基づく分析を行う対象とされたイベントに対
しては、次にイベント集積処理部２３０ｂによる集積処理が行われる。一方、相関関係に
基づく分析を行わないと判断されたイベントに関しては、分析ユニット２３０は、その後
の処理を行わず（すなわち、相関分析や増分分析の対象外として）、手動分析ユニット２
４０へ送る。
【００５８】
　イベント集積処理部２３０ｂは、個別分析処理部２３０ａにより相関関係に基づく分析
の対象とされたイベントを、予め定められた規則に基づいて集積し、一つまたは複数のイ
ベントからなるイベント列（イベント・チェーン）を生成する。さらに、イベント集積処
理部２３０ｂは、予め定められた規則に基づいてイベント列を集積し、一つまたは複数の
イベント列からなり、分析による検出対象となる事象の候補（インシデント・キャンディ
デート：以下、検出事象候補と呼ぶ）を生成する。すなわち、イベント集積処理部２３０
ｂは、イベントを集積して、検出事象候補を生成する集積手段として機能する。具体的に
は、例えば外部ネットワークに存在するサーバ等からの不正なアクセスによる攻撃に関し
ては、同じ攻撃者による攻撃（アクセス）、同じ攻撃手段（アクセス方法）、同じ攻撃対
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象などが想定される通信を抽出し、検出事象候補としてまとめる。ここで、同じ攻撃者に
よる攻撃、同じ攻撃手段、同じ攻撃対象などが想定される通信の抽出は、例えば、送信元
ＩＰアドレス、通信方向区分、検知日付などの情報に基づいて行われる。
【００５９】
　検知デバイス１１０とログ管理サブシステム１２０とによる通信ログの取得および監視
サブシステム２００の収集ユニット２１０および検出ユニット２２０による処理は随時行
われているので、イベントは時間の経過と共に次々と生成される。新たに生成されたイベ
ントは、イベント集積処理部２３０ｂにより特定の検出事象候補に含まれる対象イベント
に該当すると判断されれば、その検出事象候補に組み込まれることとなる。したがって、
新たなイベントが追加された検出事象候補は、その度に相関分析処理部２３０ｃおよび増
分分析処理部２３０ｄによる処理の対象となる。
【００６０】
　相関分析処理部２３０ｃは、攻撃パターン組み合わせ判定と、件数閾値超過判定とを行
うことにより、複数のイベントの組み合わせである検出事象候補が問題のある通信か否か
を判断する。
【００６１】
　攻撃パターン組み合わせ判定では、相関分析処理部２３０ｃは、検出事象候補に含まれ
る通信ログにおける通信方向、送信元・宛先ＩＰアドレス（レンジ）、送信元・宛先ポー
ト、ルール・アクション、送信元・宛先国コード、セッション・データ等の情報に基づい
て特定される通信の種類と、攻撃パターン情報（オリジナル・シグネチャＩＤ）の組み合
わせとに基づき、問題のある通信か否かを判断する。すなわち、検出事象候補により特定
される通信の内容が、攻撃パターン情報により特定される攻撃パターンに該当するか否か
が判断される。なお、ここでは、この通信により、実際に攻撃（情報の搾取、消失など）
が行われた可能性が高いか否かが判断される。
【００６２】
　件数閾値超過判定では、相関分析処理部２３０ｃは、検出事象候補に含まれる通信ログ
における通信方向、送信元・宛先ＩＰアドレス（レンジ）、送信元・宛先ポート、ルール
・アクション、送信元・宛先国コードと件数などの情報に基づき、問題のある通信か否か
を判断する。ここでは、検出事象候補により特定される通信の回数が普段と比較して大幅
に増加しているか否かが判断される。
【００６３】
　図７は、相関分析の概念を示す図である。
　分析ユニット２３０のイベント集積処理部２３０ｂにより、検出ユニット２２０から取
得したイベントのうち、集積処理の対象となったイベントが集積されてイベント列が生成
され、さらに検出事象候補が生成される。そして、検出事象候補ごとに、各検出事象候補
に含まれるイベント列やイベントの間の相関関係に基づき、上記の攻撃パターン組み合わ
せ判定および件数閾値超過判定が行われる。
【００６４】
　増分分析処理部２３０ｄは、事象変化の判定と、攻撃手段増加の判定と、攻撃件数増加
の判定と、攻撃先増加の判定とを行うことにより、複数のイベントの組み合わせである検
出事象候補が問題のある通信か否かを判断する。例えば外部ネットワークに存在するサー
バ等からの不正なアクセスによる攻撃に関しては、単発の攻撃ではなく同じ攻撃が繰り返
し続いたり、攻撃内容が変わったり攻撃先が増加したりすることがある。そこで、検出事
象候補に含まれる通信ログに基づいて問題のある通信であることが疑われる事象の変化の
有無を判定する。
【００６５】
　各判定についてさらに説明すると、例えば、相関分析処理部２３０ｃによる一定期間分
（例えば１日分）の分析結果に基づき、各検出事象候補に対する分析に用いられた分析ル
ール（攻撃パターン組み合わせ判定や件数閾値超過判定のためのルール）の適用の変化が
判断される。
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　事象変化の判定では、前回の分析時と異なる分析ルールが適用された（事象が変化した
）場合に、判定対象の検出事象候補に含まれる通信は問題のある通信であると判断する。
　攻撃手段増加の判定では、前回分析時と同一ルールが適用されたが、確認対象の攻撃パ
ターン情報が追加された（確認対象の攻撃手段が増えた）場合に、判定対象の検出事象候
補に含まれる通信は問題のある通信であると判断する。
　攻撃件数増加の判定では、確認対象の攻撃パターン情報が同一の通信（同一の攻撃手法
）や、同一の攻撃元からの通信が継続しており、それらの通信による単位時間当たりのイ
ベント件数が増加している場合に、判定対象の検出事象候補に含まれる通信は問題のある
通信であると判断する。
　攻撃先増加の判定では、攻撃先や接続先が増えた場合に、判定対象の検出事象候補に含
まれる通信は問題のある通信であると判断する。
【００６６】
　図８は、増分分析の概念を示す図である。図８（ａ）は、ある分析時における相関分析
の対象となった一つの検出事象候補の構成例を示し、図８（ｂ）は、次の分析時における
同じ検出事象候補の構成例を示す。
　同じ検出事象候補に関する前回分析時の構成（図８（ａ））と今回分析時の構成（図８
（ｂ））とを比較すると、今回分析時の構成では、前回分析時には含まれていなかったイ
ベント列（図８（ｂ）において網掛けを付して記載）が新たに含まれている。このため、
この検出事象候補は、上述した事象変化の判定、攻撃手段増加の判定、攻撃件数増加の判
定、攻撃先増加の判定の何れかにおいて問題のある通信と判断される。
【００６７】
　以上のようにして、各種の判定を行った後、分析ユニット２３０は、各検出事象候補に
対する分析結果を、分析対象の検出事象候補に対応付けて、手動分析ユニット２４０に送
る。分析ユニット２３０による分析結果は、各検出事象候補が、不正な通信か、問題のあ
る通信（不正な通信である可能性のある通信）か、不正でない通信かを示すものである。
【００６８】
　本実施形態では、上記のような処理を行う個別分析処理部２３０ａ、イベント集積処理
部２３０ｂ、相関分析処理部２３０ｃおよび増分分析処理部２３０ｄを、小さな処理単位
ごとにコンポーネント化して構成する。このコンポーネント化された処理単位のブロック
（以下、処理単位ブロック）を組み合わせることにより、各処理部２３０ａ～２３０ｄに
よる処理の内容（個々の処理単位の種類や実行順など）を設計することができる。そして
、それまでにない新たな攻撃手法による攻撃が発見された場合にも、その攻撃において行
われる通信であることを判定するために適用される処理に関する処理単位ブロックを追加
することにより、その攻撃に容易に対応することが可能となる。
【００６９】
　図９は、コンポーネント化された処理単位ブロックを含む個別分析処理部２３０ａ、イ
ベント集積処理部２３０ｂ、相関分析処理部２３０ｃおよび増分分析処理部２３０ｄによ
り構成される分析ユニット２３０の構成例を示す図である。
　図９に示す例では、「リスト照合」、「イベント集約」、「イベント列集約」、「攻撃
パターン組み合わせ判定」、「件数閾値超過判定」、「事象変化判定」、「攻撃手段増加
判定」、「件数増加率判定」、「宛先ＩＰアドレス増加判定」等の処理を行う処理単位ブ
ロック２３１が組み合わされて分析ユニット２３０の各処理部２３０ａ～２３０ｄが構成
されている。なお、図９には、分析ユニット２３０を構成する処理単位ブロック２３１の
一部のみが記載されている。例えば、「リスト照合」の処理単位ブロック２３１は、個別
分析処理部２３０ａの問題のある通信のリストとの照合を担う。「イベント集約」および
「イベント列集約」の処理単位ブロック２３１は、イベント集積処理部２３０ｂによるイ
ベント列および検出事象候補の生成を担う。「攻撃パターン組み合わせ判定」および「件
数閾値超過判定」の処理単位ブロック２３１は、相関分析処理部２３０ｃによる分析を担
う。「事象変化判定」、「攻撃手段増加判定」、「件数増加率判定」および「宛先ＩＰア
ドレス増加判定」の処理単位ブロック２３１は、増分分析処理部２３０ｄによる分析を担
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う。この処理単位ブロック２３１の列により構成される個別分析処理部２３０ａ、イベン
ト集積処理部２３０ｂ、相関分析処理部２３０ｃおよび増分分析処理部２３０ｄは、複数
用意して並列かつ非同期に処理を実行することができる。
【００７０】
　分析ユニット２３０の各処理単位ブロック２３１により行われる個別分析処理、イベン
ト集積処理、相関分析処理および増分分析処理の結果は、例えば分析ユニット２３０を構
成するコンピュータのメモリに、一時的に保持される。そして、各種の分析処理が済んだ
検出事象候補および個別分析処理で集積対象とされなかったイベントと共に後段の手動分
析ユニット２４０へ送る。
【００７１】
＜手動分析ユニットの機能＞
　図１０は、監視サブシステム２００の手動分析ユニット２４０の機能構成例を示す図で
ある。
　第４処理ユニットである手動分析ユニット２４０は、検出ユニット２２０および分析ユ
ニット２３０による上記の各処理によって得られたイベント、イベント列および検出事象
候補の情報と、分析ユニット２３０による分析結果とを記憶装置２４１に格納して管理す
る。また、手動分析ユニット２４０は、端末装置３００からの要求に応じて、送受信部２
４２により、記憶装置２４１に格納しているイベント、イベント列および検出事象候補の
情報と、分析ユニット２３０による分析結果とを送る。さらに、手動分析ユニット２４０
は、端末装置３００においてこれらの情報に付与された情報を送受信部２４２により取得
し、格納している各情報に付加して管理する。
【００７２】
＜監視サブシステムの各処理ユニット間の通信＞
　本実施形態によるセキュリティ監視システムは、監視対象装置１００における通信を監
視して、問題のある通信をリアルタイムに検出する。すなわち、蓄積された通信ログファ
イルを解析して問題のある通信が行われていたことを事後的に発見するシステムではない
。したがって、通信ログから問題のある通信を検出するための監視サブシステム２００に
おける各処理ユニット間における通信ログファイルの伝達は、できるだけ高速に行われる
ことが望ましい。例えば、ＴＣＰ（Transmission Control Protocol）等のようなコネク
ション型の通信ではなく、コネクションレス型の通信を行う。上述したように、本実施形
態では、ＪＭＳに基づくコネクションレス型の通信を行うこととしている。
【００７３】
　ここで、コネクションレス型の通信により通信ログの伝達を行う場合、コネクション型
の通信とは異なり、監視サブシステム２００における各処理ユニット間での個々の通信が
正常に行われたか否かを判断しない。したがって、各処理ユニット間の通信において処理
対象の通信ログファイルが失われたとしても、これを認識することができない。そのため
、監視サブシステム２００での処理中に処理対象の通信ログファイルが失われた場合に、
これを検知する仕組みが必要となる。
【００７４】
　図１１は、本実施形態における通信ログファイルの伝達方式を説明する図である。
　本実施形態では、監視サブシステム２００を構成する複数の処理ブロックの列である処
理ユニット列（収集ユニット２１０、検出ユニット２２０、分析ユニット２３０、手動分
析ユニット２４０）において、先頭の処理ユニット（収集ユニット２１０）から最後の処
理ユニット（手動分析ユニット２４０）まで、正常に通信ログの伝達が行われたことを、
先頭の処理ユニットにフィードバックする構成を設けた。
【００７５】
　すなわち、監視サブシステム２００の最後の処理ユニットである手動分析ユニット２４
０は、分析ユニット２３０からイベントや検出事象候補の情報を受け取ると、これらのイ
ベントや検出事象候補を構成する通信ログを取得したことを、先頭の処理ユニットである
収集ユニット２１０に通知する。これにより、処理対象の通信ログファイルが、各処理ユ
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ニットを経て最後の処理ユニット（手動分析ユニット２４０）まで失われずに到達したこ
とが、先頭の収集ユニット２１０において認識される。収集ユニット２１０は、ある通信
ログファイルを後段の処理ユニットである検出ユニット２２０に送信した後、所定の再送
停止条件を満足するまで、例えば一定時間ごとに、その通信ログファイルを再送する。
【００７６】
　再送停止条件としては、例えば、前回の送信から一定時間以内に、手動分析ユニット２
４０から通信ログファイルを取得したことを示す通知を受け取ったこと等とすることがで
きる。これにより、何らかの原因で処理対象の通信ログファイルが消失し、手動分析ユニ
ット２４０まで到達しなかった場合は、手動分析ユニット２４０から収集ユニット２１０
への通知が行われない（再送停止条件を満足しない）ため、一定時間経過後に、収集ユニ
ット２１０から同一通信ログファイルの再送が行われることとなる。
【００７７】
　また、他の再送停止条件として、所定回数、同じ通信ログファイルを送信したことや、
最初の送信から所定時間が経過したこと等を設定することができる。この再送停止条件を
設定することにより、所定回数繰り返して通信ログファイルが正常に伝達されなかった場
合、コネクションレス型の通信仕様による消失ではなく、監視サブシステム２００に障害
が発生していると判断することができる。そこで、この場合は、通信ログファイルの再送
を停止すると共に、監視サブシステム２００に障害が発生していることをシステム・オペ
レータに報知する。なお、同じ通信ログファイルの送信を何回行ったかについては、例え
ば、収集ユニット２１０において通信ログファイルの送信時に送信回数を計数し、保持し
ておくことが考えられる。
【００７８】
　上記のように構成された伝達方式では、処理対象の通信ログファイルが手動分析ユニッ
ト２４０に到達しなかった場合、各処理ユニット間での通信ログファイルの伝達における
何れかの段階で通信ログファイルが失われたことはわかるが、どこで通信ログファイルが
失われたかを識別することはできない。しかし、本実施形態では、通信ログファイルが手
動分析ユニット２４０に到達しなければ、その通信ログファイルに対する処理（分析）は
完了しない。そのため、上記のように、監視サブシステム２００の処理ユニット列の最後
に位置する手動分析ユニット２４０を検査位置とした。
【００７９】
　ここで、上記の伝達方式では、各処理ユニット間での通信ログファイルの伝達のどこで
通信ログファイルが失われたとしても、先頭の収集ユニット２１０から最後の手動分析ユ
ニット２４０へ、改めて通信ログファイルが伝達される。そのため、例えば分析ユニット
２３０と手動分析ユニット２４０との間で通信ログファイルが失われた場合、その通信ロ
グファイルに対する検出ユニット２２０および分析ユニット２３０による処理は済んでい
るにも関わらず、同じ通信ログファイルが再度伝達されることになる。
【００８０】
　しかし、本実施形態では、通信ログファイルが手動分析ユニット２４０に到達しなけれ
ば、各処理ユニットにおける処理結果も、手動分析ユニット２４０の記憶装置２４１には
格納されず、通信ログファイルと共に消失する。したがって、各処理ユニットは、再送さ
れた通信ログファイルに対して、前回の送信時に処理を行ったか否かに関わらず、処理を
行う。
【００８１】
　図１２は、本実施形態による通信ログファイルの伝達の一例を示す図である。
　図１２に示すように、ある通信ログファイルが、１回目の送信において、収集ユニット
２１０から検出ユニット２２０へ送信され、検出ユニット２２０による処理を経た後、検
出ユニット２２０から分析ユニット２３０へ送信され、分析ユニット２３０に到達せずに
消失したものとする。この場合、手動分析ユニット２４０から通信ログファイルを取得し
たことを示す通知が行われないので、収集ユニット２１０は、通信ログファイルを再送す
る（２回目の送信）。
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　なお、１回目の送信に係る通信ログファイルに対して行われた検出ユニット２２０の処
理の結果は、１回目の送信に係る通信ログファイルと共に消失しているので、検出ユニッ
ト２２０は、再送された通信ログファイルに対して処理を行う。
【００８２】
　２回目の送信では、通信ログファイルは、分析ユニット２３０による処理を経て、分析
ユニット２３０から手動分析ユニット２４０へ送信されたが、手動分析ユニット２４０に
到達せずに消失したものとする。この場合も、手動分析ユニット２４０から通信ログファ
イルを取得したことを示す通知が行われないので、収集ユニット２１０は、通信ログファ
イルを再送する（３回目の送信）。
　なお、２回目の送信に係る通信ログファイルに対して行われた検出ユニット２２０およ
び分析ユニット２３０の処理の結果は、２回目の送信に係る通信ログファイルと共に消失
しているので、検出ユニット２２０および分析ユニット２３０は、再送された通信ログフ
ァイルに対して処理を行う。
【００８３】
　３回目の送信では、通信ログファイルは、手動分析ユニット２４０まで到達し、記憶装
置２４１に格納される。そして、手動分析ユニット２４０から収集ユニット２１０へ通信
ログファイルが到達したことを示す通知が行われる。これにより、この通信ログファイル
の再送は停止される。
【００８４】
　ところで、上記の伝達方式を採用すると、通信ログファイルが消失していなくても再送
されてしまうことが起こり得る。例えば、途中の処理ユニットによる処理に時間がかかっ
たために、手動分析ユニット２４０から通知が行われる前に収集ユニット２１０における
再送のための待ち時間が経過してしまった場合などである。この場合、同じ通信ログファ
イル（検出事象候補）とその処理結果が、手動分析ユニット２４０に複数回到達し、記憶
装置２４１に重複して格納される可能性がある。そこで、このような場合は、最後に収集
ユニット２１０から送信された通信ログファイルおよびその処理結果を有効なデータとし
て用いることとする。なお、有効なデータとは、後述する、端末装置３００へ送信されて
表示部３３０（図１５参照）に表示される対象となるデータである。
【００８５】
　図１３は、本実施形態による通信ログファイルの伝達の他の例を示す図である。
　図１３に示す例において、１回目の送信では、通信ログファイルは、検出ユニット２２
０による処理を経た後、分析ユニット２３０に到達せずに消失した。２回目の送信では、
通信ログファイルは消失せずに手動分析ユニット２４０に到達したが、途中の処理に時間
を要したため、手動分析ユニット２４０から収集ユニット２１０へ通知が行われる前に３
回目の送信が行われた。さらに、２回目の送信に係る通信ログファイルに対する処理に時
間を要したため、３回目の送信に係る通信ログファイルが、２回目の送信に係る通信ログ
ファイルよりも先に手動分析ユニット２４０に到達した。この場合、手動分析ユニット２
４０に到達した順番に関わらず、３回目（最後）の送信に係る通信ログファイルに対して
行われた処理の結果が有効なデータとして扱われる。
　なお、上記の場合、手動分析ユニット２４０に到達して記憶装置２４１に格納された、
同じ通信ログファイルに関する重複したデータのうち、有効なデータ以外のデータ（図１
３に示す例では、２回目の送信に係る通信ログファイルに関するデータ）については、削
除しても良いし、記憶装置２４１に格納されたまま放置しても良い。
【００８６】
　図１４は、本実施形態による通信ログファイルの伝達のさらに他の例を示す図である。
　上述した例のように、前に送信された通信ログファイルが手動分析ユニット２４０に到
達する前に通信ログファイルの再送が行われた場合であって、後に送信された通信ログフ
ァイルが途中で消失する場合があり得る。図１４に示す例では、２回目の送信に係る通信
ログファイルが手動分析ユニット２４０に到達する前に通信ログファイルの再送（３回目
の送信）が行われたが、３回目の送信に係る通信ログファイルは手動分析ユニット２４０
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に到達せずに消失している。この場合、手動分析ユニット２４０に到達して記憶装置２４
１に格納されたのは、２回目の送信に係る通信ログファイルだけなので、この２回目の送
信に係る通信ログファイルに関するデータが有効なデータとして扱われる。
【００８７】
　なお、上記の各処理ユニットによる動作は、再送された通信ログファイルに対する動作
の一例に過ぎず、上記の動作に限定されるものではない。例えば、本実施形態では、各処
理ユニットの処理結果は、各処理ユニットを構成するコンピュータのメモリに一時的に保
持することとしたが、所定のデータベースに格納して管理する構成もあり得る。この場合
、各処理ユニットを伝送中に通信ログファイルが消失しても、既に行われた処理について
は、処理結果がデータベースに残る。このような場合、処理ユニットが、再送された通信
ログファイルに対して重複して処理を行うと、問題のある通信の検出精度に影響を与えて
しまう。そこで、重複した処理結果が残らないようにする必要がある。
　一例としては、ある処理ユニットにおいて、再送された通信ログファイルが処理済みの
通信ログファイルであった場合、既に存在している処理結果の情報を今回の処理結果に置
き換えることが考えられる。すなわち、その通信ログファイルに関する前回の処理結果を
破棄する。また、別の例としては、ある処理ユニットにおいて、再送された通信ログファ
イルが処理済みの通信ログファイルであった場合、その再送された通信ログファイルに対
する処理をスキップして（飛ばして）、後段の処理ユニットへ通信ログファイルを送るよ
うにしても良い。
【００８８】
　１回目の通信と再送とを区別するための情報としては、再送であることを示すフラグ・
データ等を付加するようにしても良いし、何回目の送信かを示す情報を付加しても良い。
送信回数を示す情報を付加する場合、手動分析ユニット２４０から収集ユニット２１０へ
の通知において送信回数を示す情報も一緒に通知すれば、収集ユニット２１０において同
じ通信ログファイルの送信回数を計数しなくても、手動分析ユニット２４０からの通知に
基づいて、同じ通信ログファイルを何回送信したかを認識することができる。
【００８９】
＜端末装置の機能＞
　図１５は、端末装置３００の機能構成例を示す図である。
　図１５に示す例において、端末装置３００は、送受信部３１０と、データ処理部３２０
とを備える。また、端末装置３００は、液晶ディスプレイ等で実現される表示部３３０と
、キーボードやマウス等の入力デバイスで実現される操作部３４０とを備える。
【００９０】
　送受信部３１０は、監視サブシステム２００の手動分析ユニット２４０との間で通信を
行うインターフェイスである。送受信部３１０は、手動分析ユニット２４０から検出ユニ
ット２２０および分析ユニット２３０の処理によって得られたイベント、イベント列およ
び検出事象候補の情報と、分析ユニット２３０による分析結果とを受信する。また、送受
信部３１０は、操作部３４０の操作により入力される情報を監視サブシステム２００の手
動分析ユニット２４０へ送信する。さらに、送受信部３１０は、監視対象装置１００の通
信に対する分析の結果として、問題のある通信が発見された場合に、監視対象装置１００
のオペレータが操作する端末装置（図示せず）に通知する。
【００９１】
　データ処理部３２０は、送受信部３１０により監視サブシステム２００の手動分析ユニ
ット２４０から取得したイベント、イベント列および検出事象候補の情報と、分析ユニッ
ト２３０による分析結果とに基づき分析用画面を生成し、表示部３３０に表示させる。
【００９２】
　図１６は、分析用画面の構成例を示す図である。
　図１６に示す例において、表示部３３０に表示される分析用画面は、検索条件表示領域
３３１、検出事象候補表示領域３３２、イベント列表示領域３３３、イベント表示領域３
３４、コメント表示領域３３５、重要度表示領域３３６の６個の表示領域により構成され
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る。
【００９３】
　検索条件表示領域３３１には、検出事象候補表示領域３３２に表示される検出事象候補
等の検索条件が表示される。この検索条件は、例えば、初期的に適当な条件が設定される
ほか、操作部３４０の操作により解析者が所望の検索条件を入力して設定することができ
る。なお、検索対象となる検出事象候補には、一つのイベント列あるいは一つのイベント
のみで構成される検出事象候補も含まれる。また、分析ユニット２３０の個別分析処理部
２３０ａにより相関関係に基づく分析を行わないとして取り出された単独のイベントを、
一つのイベントからなる検出事象候補として検索対象とすることができる。
【００９４】
　検出事象候補表示領域３３２には、検索条件表示領域３３１に表示された検索条件で検
索された検出事象候補および監視サブシステム２００の分析ユニット２３０によるその処
理結果が表示される。
【００９５】
　イベント列表示領域３３３には、検出事象候補表示領域３３２に表示された（すなわち
、検索条件表示領域３３１において特定された検索条件で検索された）検出事象候補に含
まれるイベント列および監視サブシステム２００の分析ユニット２３０によるその処理結
果が表示される。
【００９６】
　イベント表示領域３３４には、検出事象候補表示領域３３２に表示された（すなわち、
検索条件表示領域３３１において特定された検索条件で検索された）検出事象候補に含ま
れるイベントおよび監視サブシステム２００の分析ユニット２３０によるその処理結果が
表示される。
【００９７】
　コメント表示領域３３５には、解析者が操作部３４０を操作して入力したコメントが表
示される。具体的には、例えば、監視対象装置１００の通信に対する解析者の評価等のコ
メントが入力される。
　重要度表示領域３３６には、検出事象候補表示領域３３２に表示された（すなわち、検
索条件表示領域３３１において特定された検索条件で検索された）検出事象候補に対する
評価を行うための評価レベルが示される。ここで、評価レベルとは、例えば、直ちに対策
を取ることが必要か否か、引き続き同種の通信を検出して評価する必要があるか否か等の
、検出事象候補により特定される通信に対する必要な対応等に応じて予め段階分けされた
、重要度の値である。この重要度表示領域３３６は、解析者による重要度レベルの選択を
受け付ける入力インターフェイスとなっている。そして、解析者は、重要度表示領域３３
６に表示された重要度レベルの一つを選択することにより、検索された検出事象候補に対
する評価を行う。
【００９８】
　解析者は、表示部３３０の検索条件表示領域３３１に初期的に表示された検索条件や自
身が操作部３４０の操作により入力した検索条件に基づいて検索された検出事象候補、イ
ベント列、イベントに基づき、監視対象装置１００の通信を評価（手動分析）する。そし
て、問題のある通信が発見されたならば、解析者は、操作部３４０を操作して通信の内容
（問題の内容）に応じたコメントおよび重要度を入力し、送受信部３１０を介して監視対
象装置１００のオペレータに通知する。
【００９９】
　なお、分析ユニット２３０においてリストとの照合により不正な通信（攻撃や不正な情
報流出など）と判断された通信や、分析ユニット２３０における分析により不正な通信で
あることが確定した通信については、解析者の評価を要さずに監視対象装置１００のオペ
レータへの通知対象として良い。
【０１００】
＜ハードウェア構成例＞
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　図１７は、本実施形態の監視サブシステム２００の各処理ユニットや端末装置３００を
構成するのに適用可能なハードウェア（コンピュータ）構成例を示す図である。
　図１７に示すコンピュータは、演算手段であるＣＰＵ（Central Processing Unit）１
０ａと、主記憶手段であるメモリ１０ｃを備える。また、外部デバイスとして、磁気ディ
スク装置（ＨＤＤ：Hard Disk Drive）１０ｇ、ネットワーク・インターフェイス１０ｆ
、ディスプレイ装置を含む表示機構１０ｄ、キーボードやマウス等の入力デバイス１０ｉ
等を備える。
【０１０１】
　図１７に示す構成例では、メモリ１０ｃおよび表示機構１０ｄは、システム・コントロ
ーラ１０ｂを介してＣＰＵ１０ａに接続されている。また、ネットワーク・インターフェ
イス１０ｆ、磁気ディスク装置１０ｇおよび入力デバイス１０ｉは、Ｉ／Ｏコントローラ
１０ｅを介してシステム・コントローラ１０ｂと接続されている。各構成要素は、システ
ム・バスや入出力バス等の各種のバスによって接続される。
【０１０２】
　なお、図１７は、本実施形態が適用されるのに好適なコンピュータのハードウェア構成
を例示するに過ぎない。本実施形態は、監視対象装置１００における通信のログファイル
をリアルタイムに取得して処理し、不正な通信や問題のある通信を検出することが可能な
情報処理装置に広く適用できるものであり、図示の構成においてのみ本実施例が実現され
るのではない。
【０１０３】
　図１７において、磁気ディスク装置１０ｇにはＯＳのプログラムやアプリケーション・
プログラムが格納されている。そして、これらのプログラムがメモリ１０ｃに読み込まれ
てＣＰＵ１０ａに実行されることにより、本実施形態における監視サブシステム２００の
各処理ユニット２１０～２４０や端末装置３００における各種の機能が実現される。
【符号の説明】
【０１０４】
１００…監視対象装置、１１０…検知デバイス、１１１…センサ、１１２…センサ・マネ
ージャ、１２０…ログ管理サブシステム、１２１…ログ取得エージェント、２００…監視
サブシステム、２１０…収集ユニット、２２０…検出ユニット、２３０…分析ユニット、
２４０…手動分析ユニット、３００…端末装置
【要約】
【課題】ネットワーク上の通信を監視し、検査するシステムにおいて、処理対象のデータ
を、信頼度を落とすことなく高速に伝達する手段を提供する。
【解決手段】監視サブシステム２００は、通信ログに対する処理を順次行う複数の処理ユ
ニット２１０～２４０を含み、先頭の処理ユニット２１０から順に後段の処理ユニット２
２０、２３０、２４０へ通信ログを送りながら処理を行う。最後の処理ユニット２４０は
、通信ログを受け取ったことを、最初の処理ユニット２１０に通知する。最初の処理ユニ
ット２１０は、処理を行った通信ログのうち、最後の処理ユニット２４０からの通知にお
いて最後の処理ユニット２４０に到達したことが確認できない通信ログを、後段の処理ユ
ニット２２０、２３０、２４０へ再送する。
【選択図】図１１
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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