
進化する脅威とこれからのサイバーセキュリティ

日々進化するサイバー攻撃

近年，インターネット上のPCやサー

バをマルウェアに感染させて個人情報

を不正に取得するサイバー攻撃が社会

問題になっています．PCのWeb経由

でのマルウェア感染例を図１に示しま

す．Webブラウザやプラグインに脆弱

性があるPCは，攻撃者が用意した自

動転送用コンテンツが配置された入

口・中継サイトにアクセスすると，攻

撃コードが配置された攻撃サイトに自

動転送されます．攻撃コードを受信し

たPCは，マルウェアをダウンロードし

た後に実行しマルウェアに感染し，攻

撃者の指令サイトとの間で情報の送受

信を実施してしまいます．マルウェア

感染は，さまざまな脆弱性を用いて実

施されるため，感染を検知して原因を

特定するのは困難です．さらに，新た

なマルウェアが次々と出現しており，

各マルウェアの機能を解析して脅威を

把握するのが困難になりつつあります．

マルウェア感染への対策に向けて，

感染を検知して原因を特定する技術

や，マルウェアを解析する技術が研究

されています．ここで，感染を検知し

たい場合には感染時に受けた攻撃の内

容を正確に理解する必要があるため，

検知技術の扱いでは深い専門知識が必

要になるという問題があります．さら

に最近では，非常に短いサイクルで新

たなタイプの攻撃やマルウェアが出現

します．このため，攻撃の動向を把握

して早期に新しい技術を研究開発する

必要があります．

マルウェア検知・解析・対策技術

これらの問題を解決するため，NTT

研究所では図２に示すようなマルウェ

ア検知・解析・対策技術の３つの段

階の研究開発に取り組んでいます．以

下それぞれについて説明します．

検知技術では，攻撃を収集するため

のおとりシステムであるハニーポットを

用いて攻撃を受け，マルウェアを収集

します．このとき，ハニーポットとイン

ターネット間の通信を分析し，マル

ウェア感染を防ぐために有効となる情

報を抽出します．

解析技術では，ハニーポットで収集

したマルウェアや通信内容を解析する

ことで，マルウェアの機能を把握して

脅威を解明しつつ，攻撃の詳細情報

を特定します．

進化するマルウェア等によるサイバー攻撃の
検知・解析・対策技術

マルウェアの強制ダウンロード・インストール 

図１　PCへのマルウェア感染例（Web経由の感染） 
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本稿では，主にマルウェア（悪意あるソフトウェア）による攻撃動向を概
説し，マルウェア感染を検知して感染の原因となる通信先を特定する検知技
術や，マルウェアの機能の特徴を抽出する解析技術について解説します．さ
らに，検知・解析した情報をブラックリスト化して，攻撃をネットワーク上
で防御する対策技術に活用する取り組み，およびネットワーク機器等のログ
から攻撃の痕跡を発見する分析技術について紹介します．
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対策技術では，検知技術で抽出し

たマルウェア感染時に発生する通信の

宛先を，URLリストやIPアドレスリス

トなどのサービスに活用できる形式で

ブラックリスト化します．図１の例で

は，入口サイトから指令サイトまでの

各悪性サイトのURLをブラックリスト

化します．このブラックリストを通信

のフィルタとして用いることにより，

ユーザがインターネットにアクセスする

際にマルウェアの感染から保護される

ようになります．また，解析技術で特

定したマルウェア感染後に発生する通

信の宛先もブラックリスト化します．

このブラックリストを用いることによ

り，ユーザ環境におけるマルウェア感

染の有無や被害の発生を調査するイン

シデントレスポンスサービスに使用する

ことができます．

ブラックリスト生成技術

ブラックリスト生成技術は，図３で

示すように，検知技術や解析技術で抽

出・特定した悪性なURLやIPアドレ

スなどの悪性情報を，実際の利用環境

を想定した形式でブラックリスト化し

ます．このブラックリストを使用する

ことで，ユーザは深い専門知識なしに

悪性情報を利用したフィルタリングを

実施できるようになります．

検知・収集では，安全性を確保し

つつ，多くのマルウェア感染に関する

情報をハニーポットを用いて収集しま

す（図３①）．ハニーポットは，世の

中で脅威になっているマルウェア感染

方法に応じて開発しており，Windows

OSの脆弱性を悪用する攻撃に対応す

るWindows型ハニーポット，Webア

プリケーションの脆弱性を悪用する攻

撃に対応するWebサーバ型ハニーポッ

マルウェアを解析し， 
実装されている機能や 
発生する脅威を特定 

マルウェア感染時の通信を 
フィルタするユーザ・データセ 
ンタ・クラウド保護サービス 

マルウェア感染時の通 
信内容を解析し，攻撃 
の詳細情報を特定 

ユーザの通信に含まれるマ 
ルウェアの通信を監視する 
サービス 

ユーザ環境から攻撃の痕跡 
を特定するインシデントレ 
スポンスサービス 

図２　NTT研究所のマルウェア検知・解析・対策技術 
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図３　ブラックリストの生成技術 
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ト（1），Webブラウザの脆弱性を悪用す

る攻撃に対応するWebクライアント型

ハニーポット（2）があります．

次に，検体解析（解析技術）では，

開環境型マルウェア動的解析技術（3）

とコンピュータ上でのマルウェアの挙動

を解析するデバッガ（4）を開発しました

（図３②）．前者は，マルウェアの感染

拡大など危害を加える通信は遮断しつ

つ，インターネット上の実際の攻撃者

と通信は許容する解析環境の中でマル

ウェアを動作させ，マルウェアの通信

パターンに代表されるネットワーク上

での挙動を解析することができます．

後者は，マルウェアにデバッガの存在

を認識されることなくマルウェアの挙

動を解析することができます．これら

の技術により，マルウェアの機能を正

確に把握することができるようになり

ます．国内外でも類を見ない先進的な

技術であり，NTT研究所の強みになっ

ています．

データ解析では，すでに発見されて

いる悪性URLを種にして未発見の悪性

URLを自動的，かつ効率的に発見す

る近隣探索技術（5）（図４），新たな攻

撃やマルウェアを発見した際にハニー

ポットで収集したデータを過去にさか

のぼって解析する時系列データ解析技

術，トラフィックログに基づいてユー

ザのアクセス先をWebクライアント型

ハニーポットで検査するデータ解析技

術などがあります（図３③）．特に近

隣探索技術はNTT研究所独自の技術

であり，通常のブラックリストには含

まれない悪性情報を発見できる点につ

いて，IEEEの国際会議で表彰されま

した．

これらの検知技術と解析技術で得ら

れた情報はサイバー攻撃情報データ

ベースに蓄積されます（図３④）．そ

の後，検知技術と解析技術の連携に

より情報収集と解析を繰り返し行うこ

とにより情報量の拡充が図られます．

ここで蓄積された情報は，ブラックリ

ストの生成に加え，攻撃の動向調査や

技術開発などにも活用することができ

ます．

このサイバー攻撃情報データベース

に蓄積された悪性情報からブラックリ

ストが生成され，ブラックリストデータ

ベースに蓄積されます（図３⑤）．具

体的には，アクセスするとマルウェア

に感染する悪性WebサイトのURLリ

ストや，攻撃を発信した攻撃元IPアド

レスリスト等が蓄積されています．

これらのブラックリストは，マスユー

ザやデータセンタおよびクラウドを保護

するために利用されます（図３⑥）．例

えば，ファイアウォールやIDS（Intru-

sion Detection System）/IPS（Intru-

sion Prevention System）などの攻

撃防御装置に対して，フィルタとして

設定し利用できるほか，トラフィック

ログ等から攻撃を発見する監視や，イ

ンシデントレスポンスの際の参照情報

としても利用できるようになります．

ブラックリストの利用

ブラックリストデータベースには，

IDS/IPSでの攻撃防御に有効な情報

として図５に示すＡからＤの情報が，

特
集
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図４　近隣探索技術 
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図５　ブラックリストの利用 
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またユーザへの情報提供のためにＥと

Ｆの情報が蓄積されます．Ａの情報を

用いる例では，脆弱なWebブラウザで

アクセスするとマルウェアに感染する悪

性WebサイトのURL一覧を，ユーザ

ネットワークのIDS/IPSのフィルタへ

設定することで，悪性Webサイトへの

アクセスを遮断することによりユーザの

PCを保護することができます．Ｂの情

報を用いる例では，Webサーバがマル

ウェア感染の際に攻撃によってアクセ

スさせられる悪性WebサイトのURL一

覧を，クラウド環境のIDS/IPSのフィ

ルタへ設定することで，悪性Webサイ

トへのアクセスを遮断してWebサーバ

を保護することができます．この際，

Webサーバに対して攻撃を発信したIP

アドレス一覧（Ｃの情報）もフィルタ

対象とすることで，攻撃の可能性があ

る受信アクセスを遮断することができ

ます．また，マルウェア解析時に発生

した通信先リスト（Ｄの情報）を監視

対象としてIDS/IPSに設定することに

より，マルウェアに感染している可能

性があるユーザを発見することが可能

になります．ＥとＦの情報の例として，

インシデント発生時のユーザへのレポー

ト作成や注意喚起などのサービスで利

用することができます．

このほかのブラックリスト生成技術

の応用では，指定されたWebサイトが

悪性か否かを検査することができます．

例えば，ユーザのProxyサーバやDNS

サーバのログを分析し，ユーザが高い

頻度でアクセスするWebサイトを定期

的に検査することで，ユーザがアクセ

スする可能性が高い悪性Webサイトを

早期にブラックリスト化できます．

ブラックリストデータベースで蓄積

する情報は，今後拡張する予定です．

最終的にはハニーポットで収集した

データや解析結果をインシデントレス

ポンスに活用することを視野に入れ，

機能拡張を図っていきます．

ブラックリストを活用したログ分析

ブラックリストを図６に示すように

ファイアウォールやIDS/IPS等のセ

キュリティ機器のログ，Proxyサー

バ・ファイルサーバ等のサーバログ，ク

ライアントPC等で出力されるログ，お

よびパケット情報等のログとの相関分

析に活用することで，ネットワーク上

で発生している攻撃や情報漏洩の振る

舞いを抽出します．ログ分析システム

で長期間のログを相関分析することに

より，ファイアウォールやIDS/IPS等

では判断できない異常な振る舞いをあ

ぶり出すことができます．これにより，

標的型攻撃を含めた多くの攻撃への対

策に結びつけることができます．

今後の展開

今後は，サイバー攻撃の進化スピー

ドに追随すべく，検知・解析・対策技

術のプロトタイピングを進めながらさま

ざまな検証実験を行っていく予定です．
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