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サイバー攻撃への取り組み

近年，公共団体をはじめ民間企業に
対するサイバー攻撃は日々進化，巧妙
化しており，旧来からのサーバ系や
ネットワーク系での防御対策をすり抜
け，被害が発生している状況です．そ
のため，プロアクティブなセキュリ
ティ対策はもちろんのことですが，
いったん攻撃が成立してしまった後で
も，その被害を極力抑え，被害から早
急に復旧させるなどの，被害に遭うこ
とを前提とした取り組みが，より一層
重要になってくると考えています．

一方で，コンピュータリソースの仮
想化技術の進展により，ネットワーク
機能の仮想化や，ネットワークのソフ
トウェア制御の検討が進み，実際に市
場にも，仮想化されたスイッチや，仮
想化されたファイアウォール（FW）
などの仮想アプライアンス製品が出始
めています．これらの新しい技術を用
いることで，より柔軟にネットワーク
構成を変更し，さまざまな攻撃に応じ
てネットワーク側で迅速な対処を適切
に実現することが可能になってきてい
ます．

本稿では，これらの技術を活用し実
現するリジリエント ・ セキュリティの

コンセプトやユースケース，およびそ
こで利用される仮想ネットワークや仮
想アプライアンスの制御技術を紹介し
ます．

リジリエント ・ セキュリティの 
ねらい

NTT研究所では，年々進化するセ
キュリティ脅威や予期せぬ自然災害な
どのインシデントに対し，サービスの
継続性を担保するため，多層的かつ多
面的な対応を自律的に仮想アプライア
ンスで実現することを目的に取り組ん
でいます．攻撃の種類に応じて複数機
器を適切なポイントで制御すること
で，サービスへの影響範囲の極小化お
よびクリーンパイプ機能の提供による
攻撃の遮断，迅速な回復の実現を目指
しています．

一方で，巧妙化するサイバー攻撃へ
の対処に際しては，分析 ・ 対処するオ
ペレータの負荷も飛躍的に増加してき
ているのも実情として挙げられます．

そこで，オペレータの負荷軽減の面
においても，検知された攻撃の情報を
基に，オペレータへのリコメンドやシ
ナリオに沿った複数仮想アプライアン
スの自律的制御により，オペレータの
スキルレベルに依存しない対処を実現

します．
また，柔軟なリソース増強や検疫用

ネットワークへの隔離等により，攻撃
であると即座に判断できないケースに
おいても，分析時間を確保する対処も
可能となります．

NTTセキュアプラットフォーム研
究所では，ネットワークサービスへの
適応も視野に入れ，エンドユーザのク
ラウドやネットワークサービスに対す
るセキュリティの不安を払拭する，安
心 ・ 安全な基盤技術を提供していき
ます．

高度化するサイバー攻撃

次に，昨今のサイバー攻撃の代表的
な例（図 1 ）と事前の対策だけでは防
ぐことが困難になってきている現状を
紹介します.

（1）　DDoS攻撃
公開されているサービスに対して，

ボットネットと呼ばれる非常に多くの
端末から接続要求を行うことでサーバ
に過負荷を引き起こし，サービスの提
供を困難にさせる攻撃です．この攻撃
は， 1 つひとつの接続要求だけみると
通常のユーザからの通信と区別がつき
にくいことから，不正な通信だけを見
分けて遮断することが非常に困難に

ネットワークセキュリティ リジリエント・セキュリティ セキュリティオーケストレーション

サイバー攻撃から早期回復を図るリジリエント ・
セキュリティ技術

日々進化するサイバー攻撃に対して，従来の防御を主体とした対策に加
え，いったん攻撃を受けた際に，影響を極力抑え，迅速に回復させること
が重要になります．本稿では，リジリエント・セキュリティのコンセプト
やユースケース，およびそこで用いられる技術について紹介します．
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なっています．
（2）　ゼロデイ攻撃
ソフトウェアの未公表の脆弱性（セ

キュリティホール）や，対策が未提供
の脆弱性を悪用する攻撃です．この攻
撃は，一般には知られていない脆弱性
を利用しているため，脆弱性を修復す
るパッチの適応など対策を講じる前に
攻撃されてしまい，防御することが非
常に困難になっています．

（3）　パスワードリスト攻撃
何らかの原因で流出してしまった

IDとパスワードのリストを利用し，
全く別のサービスに他人のアカウント
で不正にログインを試みる攻撃です．
この攻撃も， 1 つひとつのログイン要
求だけをみると通常のユーザの利用と
あまり変わりがないことと，IDとパ
スワードの組合せが「本物」であるこ
とから，攻撃だけを見分けて排除する
ことが非常に困難になっています．

（4）　標的型攻撃
特定の企業や組織，個人が持つ情報

や資産の窃取や改ざんなど，特定の目

的にねらいを定め，さまざまな手法を
組合せて行われる攻撃です．この攻撃
は，ある意味「オーダーメイド」なの
で，過去の攻撃から手法を予測するこ
とが困難です．また，ソーシャル ・ エ
ンジニアリングを活用し，人の感情や
好奇心を悪用してセキュリティの弱さ
をつく手法が利用されることもあり，
セキュリティシステムで自動的に防御
することが難しくなっています．

仮想ネットワークと仮想アプライ
アンスの動向

前述したさまざまな攻撃からの対処
方法として有効であるリジリエント ・
セキュリティの技術要素として，現在
のネットワークで用いられている仮想
ネットワーク，仮想アプライアンス，
およびリジリエント ・ セキュリティ実
現のためのセキュリティオーケスト
レーション機能を紹介します．

（1）　仮想ネットワーク
仮想ネットワーク（仮想NW）は，

IPネットワークをクラウドシステム

内で構築しオンプレミスまでそのまま
張り出す，契約者ごとに隔離された
VPN（Virtual Private Network）技
術です．オンデマンドに，かつ大量の
契約者用IPネットワークの構築が可
能です．タグVLAN（Virtual Local 
Area Network）方式，OpenFlowをベー
スにしたHop by Hop方式，トンネル
技術をベースにしたOverlay方式の 3
つがあります（1）．

また，クラウド管理系システムと連
携することで，仮想マシン（VM）の
ライブマイグレーション時にネット
ワークの設定変更を自動で行うことが
できます．VMを別のハイパーバイザ
に移動させれば，セッションを切るこ
となく契約者用IPネットワークを別
の物理ネットワークに移動，隔離させ
るオペレーションも可能です．2012
年には，OSS（Open Source Software）
のクラウド管理系システムである
OpenStackからも仮想NWの構築等の
オペレーションができるようになって
います（2）．

（2）　仮想アプライアンス
仮想アプライアンスは，従来専用の

ハードウェアによって提供されていた
ルータ，FW，ロードバランサ（LB）
などのネットワーク機能を，ソフト
ウェアにより仮想化環境上で提供でき
るようにしたものです．これらは，企
業のイントラネット構築に必要な機能
群であり，仮想ネットワークとともに
利用したい，というニーズにより生ま
れました．最近では，自由に機能を組
み換えられる専用ネットワーク装置と
して，専用仮想化環境上で動作させる
検討が行われ，NFV（Network Func-
tions Virtualization）という名称で標
準化が進められています．さらに，FW，
LB以外に，IDS（Intrusion Detection 

図 1 　高度化するサイバー攻撃
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System），WAF（Web Application 
Firewall）などのセキュリティ機能を
提供する仮想アプライアンスも出てき
ています．2013年には，OpenStackか
ら，OSSの仮想ルータ，仮想FW，仮
想LBであるLinux Network Namespace
の設定もできるようになり，今後も制
御対象の仮想アプライアンス製品は増
えていく方向です．

（3）　分散仮想アプライアンス
ルータやFWの標準仕様では 1 台の

みが動作し残りが予備となるため，仮
想アプライアンスの分散はできず，仮
想アプライアンスの負荷分散と，IP
アドレスやエンドエンドを結ぶ通信単
位に，経由する仮想アプライアンスの
入出力インタフェースを含めた完全な
通信経路の分離は困難です．そのため
複数の仮想アプライアンスの分散配置
と，細かな通信単位に経路変更する技
術が必要となります．仮想アプライア
ンスの分散配置については，VMware
社，vArmour社等が，複数アプライア
ンス間を専用の仮想ネットワークで結
び，アプライアンス間で連携して処理
負荷を軽減する仕組みにて，自社製品
内での実現を進めています．経路変更
技術については，従来型スイッチの利
用と，高機能型スイッチの利用の 2 つ
の方法があります．従来型を用いる場
合は，ルーティング先変更のために
ルーティングプロトコルの利用やルー
ティングテーブルを直接書き換える方
法，通信先IPアドレス変更のために
アドレス変換技術やDNS（Domain 
Name System）サーバを用いる方法，
IPアドレスはそのままで通信先の
MAC（Media Access Control）アド
レス変更のためにMACアドレステー
ブルを書き換える方法が利用可能で
す．高機能型を用いる場合は，IPア

ドレスだけでなくTCP（Transmission 
Control Protocol） やUDP（User 
Datagram Protocol）のポート番号な
どのIPパケットヘッダ情報を見てス
イッチにて振り分けます（3）．ハイパー
バイザ内蔵のスイッチやOpenFlowス
イッチが利用でき，VMware社のNSX
や，OSSのLinux Open vSwitchだけ
でなく，一般のOpenFlowスイッチ等
でも実現可能です．

（4）　セキュリティオーケストレー
ション機能

現在NTTセキュアプラットフォー
ム研究所では，仮想NW，仮想アプラ
イアンス，そして分散仮想アプライア
ンスを利用したリジリエント ・ セキュ
リティの実現方法を研究開発してい
ます．

具体的には，さまざまな機器と連携
し，情報収集，機器制御のシナリオを
定義できるセキュリティオーケスト
レーション機能を配置し，本機能が，
ネットワークやシステム上に設置され
た複数種類の仮想アプライアンスと，
サーバやネットワーク機器のログも合
わせて，サイバー攻撃や被害の兆候を
検知します．ゼロデイ攻撃，パスワー
ドリスト攻撃，標的型攻撃などは攻撃
自体の検知が難しいものであっても，
情報の改ざんや漏洩など，攻撃の目的
に応じた被害を示す証拠の発見自体は
不可能ではありません．仮想アプライ
アンスもセキュリティセンサとなるこ
とで，動的に配置個所や台数を変更で
き，効率的な検知が可能となります．
検知されたサイバー攻撃は，対処が可
能なものと不可能なものに自動的に分
類されます．また，自動対処が不可能
なものにおいても対処案の候補を自動
的に生成 ・ 通知し，オペレータの判断
を仰ぎます．これらは，システム内の

適材適所に配置している仮想アプライ
アンスやサーバ，ネットワーク装置を
制御することで実施されます．また，
既設の構成で不十分な場合は，仮想ア
プライアンスを自動的に追加し，仮想
NWでトラフィックを誘導制御するこ
とで被害の拡大を防ぎ，攻撃を遮断し，
より強力なシステムに進化することを
目指します．DDoS攻撃のように，攻
撃の直接の遮断が困難であっても，攻
撃に応じて仮想アプライアンスなどの
リソースが動的に追加されることでシ
ステムが増強され，攻撃に耐えてサー
ビスが継続できれば，攻撃の目的を阻
止することができると考えています．

セキュリティオーケストレーションによ
るリジリエント ・ セキュリティエンジン

NTTセキュアプラットフォーム研
究所で研究開発しているリジリエン
ト ・ セキュリティでは，サイバー攻撃
に対応したセキュリティオーケスト
レーション装置としての実現を目指し
ています．現在は最初のステップとし
て，クラウドサービスを運用している
データセンタ（DC） 1 拠点に対する
DDoS攻撃から，VMへの正常通信を
守り，攻撃を受けたDC拠点やVMの
被害を最小限に抑える，セキュリティ
オーケストレーション装置を開発して
います．動作イメージを図 2 に示し
ます．

①DC拠点向けまたは契約者用IP
ネットワーク単位に設置されたFWに
対するDDoS攻撃については，外部
ネットワーク装置による遮断をオペ
レータにリコメンドし，②VMに対す
る攻撃と明確に判定できるものは，自
動にて仮想FWまたは外部ネットワー
ク装置による遮断をオペレータにリコ
メンドし，③VMに対する攻撃の疑い
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のある通信を見つけた場合は，仮想
FWのリソース増強，他DCへ退避，
仮想FWまたは外部ネットワーク装置
による遮断のリコメンド等を行う機能
を持っています．①はネットワークの
サービス不能を防ぐこと，②はVMへ
の攻撃を防ぐこと，③はグレーゾーン
判定時の対応の実現となります．今回
はDDoS攻撃を対象としていますが，
②，③については，標的型攻撃等への
適応も視野に入れ，さまざまな攻撃に
も応用できるように設計しています．

内部機能は，ログ収集，分析 ・ 判断，
アプライアンス設定の 3 つの機能か
らなり，さまざまなセキュリティセン
サより収集した，フロー情報，攻撃検
知情報，攻撃の被疑判定情報を，リジ
リエント ・ セキュリティエンジン内部
に条件設定したシナリオに従って，分
析 ・ 判断し，仮想FWへの自動設定，
外部ネットワーク装置遮断の場合はセ
キュリティオペレータにリコメンドす
る機能を備えています．もちろん仮想

FWリソース増強，他DCへの退避設
定時にもセキュリティオペレータに通
知されるため，セキュリティオペレー
タの判断により，手動で仮想FWに対
する遮断設定を後から行うことも可能
です．①〜③の動作をシナリオとして
記述し，個々の動作条件，動作内容に
応じてカスタマイズもできるよう開発
を進めています．

今後の展望

現在開発中のDDoS攻撃対策向けの
仮想FW制御技術については，開発完
了後，トライアルなどにより効果を確
認していく予定です．また，引き続き
より高度で複雑な攻撃にも対応するた
め，仮想アプライアンスの種別の拡張
とともに，実オペレーションの場から
制御シナリオの抽出と拡充を実施して
いきます．
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図 2 　リジリエント・セキュリティエンジン
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　NTT研究所ではリジリエント ・セキュリ
ティ技術の実現に向けた取り組みを行って
います．
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