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あらまし 近年，ネットワークサービスに対するブルートフォース攻撃は，侵入検知システムだけ
では効果的な対策を適用することも難しくなってきている．我々は，実際にサービスを運用して
いる複数のサーバから取得された IDS ログを対象として拠点横断分析を行い，IP 使い捨て型ブ
ルートフォース攻撃，ログイン統御型ブルートフォース攻撃を報告している．本稿では，これら
のブルートフォース攻撃の分析の結果得られた抽出手法や分析の観点を他のネットワークサービ
スのログに対しても適用し，攻撃傾向を分析した．分析の結果，他のネットワークサービスに対
しても我々が報告したブルートフォース攻撃と類似した傾向があることがわかった．また，攻撃
元に着目してそれぞれの傾向を精査すると，各ネットワークサービスに対するブルートフォース
攻撃には，ネットワークサービス毎に固有の特徴を備えていることが明らかになった．
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Abstract In recent years, preventing brute force attacks for network services become diﬃcult
with only intrusion detection systems(IDS). We have been analyzing IDS logs from the sites
that are providing network services travarsaly. We have reported the several kinds of distributed
and stealthy brute force attacks, the brute force attacks with ephemeral IP addresses and the
attacks with the regular cycles in login trials. In this paper, we apply our extracting methods
and viewpoints of analyses to the IDS logs for the other commonly-used network services. We
investigate and compare the trends of brute force attacks among them. As a result, we grasp
the similar brute force attacks that we had reported. Furthermore, the structure of brute force
attack is unique to each network service.

1

はじめに

近年，ネットワークサービスに対するブルート
フォース攻撃は，侵入検知システム（Intrusion
Detection System, IDS）だけでは攻撃の発生を

検知することも，効果的な対策を適用すること
も難しくなってきている [1][2][3]．複数の IP ア
ドレスによるログイン試行であったり，一般に攻
撃と判断される回数よりも少ない回数でのログ
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イン試行であったりする場合，ブルートフォース
攻撃の発生そのものを IDS が検知できたとして
も，通信の遮断といった対策を適用することが難
しい．また，RDP(Remote Desktop Protocol)
サービスに対するブルートフォース攻撃の増加
がアンチウィルスソフトベンダーより報告され
たり [4]，ネットワーク監視レポートにブルート
フォース攻撃が近年再び取り上げられるように
なったり [5] と，ブルートフォース攻撃は依然
として注意すべき攻撃のひとつである．
我々は，実際にサービスを運用している複数
のサーバ（拠点ともいう）から取得された約 8
か月分の IDS ログを対象として拠点横断分析
を行い，22 番ポートに対する IP 使い捨て型ブ
ルートフォース攻撃，3389 番ポートに対するロ
グイン統御型ブルートフォース攻撃を検知し，
IDS ログに残った挙動についてそれぞれ報告し
ている [6][7][8]．これらの攻撃は，単一の拠点
あるいは短期間に取得された IDS ログからでは
検知することが難しいものであった．
しかし，ブルートフォース攻撃の対象となり
得るネットワークサービスは 22 番，3389 番ポー
トの他にも存在する．これらのポート番号に対
するブルートフォース攻撃も IDS ログに記録さ
れていたものの，IP アドレスの種類が非常に多
い，レコード件数が少ない等の理由でこれまで
分析を進めることが難しく，攻撃傾向の把握が
できなかった．
そこで本稿では，IP 使い捨て型ブルートフ
ォース攻撃の分析の結果得られた抽出手法や分
析の観点を他のネットワークサービスに対する
ブルートフォース攻撃検知ログに適用し，ブルー
トフォース攻撃傾向を分析する．分析の結果，
3389 番ポートに対するブルートフォース攻撃
検知ログから IP 使い捨て型ブルートフォース
攻撃と類似した傾向があることがわかった．さ
らに，攻撃元に着目して各ネットワークサービ
スに対するブルートフォース攻撃の傾向を精査
したところ，ネットワークサービス毎に攻撃元
が分業化されていること，攻撃対象の種類数や，
ログイン試行回数にそれぞれ特徴を備えている
ことがわかった．
本稿の構成は次の通りである．第 2 章で IP

使い捨て型ブルートフォース攻撃類似傾向の調
査を行った結果を報告する．第 3 章で各ネット
ワークサービスに対するブルートフォース攻撃
検知ログに関する統計結果を示す．第 4 章では，
srcIP に着目し，その対象となった dstIP やロ
グイン試行回数など，各ネットワークサービス
毎の特徴を整理する．第 5 章では，ネットワー
クサービス毎のブルートフォース攻撃の特徴を
比較する．
なお，以下では IDS により攻撃元，被攻撃先
（攻撃対象）と検知された IP アドレスをそれぞ
れ srcIP，dstIP とする．ブルートフォース攻撃
検知記録とそのログイン試行回数は，分析対象
とした IDS ログの生成元 IDS 製品の判断に基
づく．

2
2.1

IP 使い捨て型ブルートフォース
攻撃類似傾向の調査
IP 使い捨て型ブルートフォース攻撃

我々が [6][7] にて報告した IP 使い捨て型ブ
ルートフォース攻撃（Ephemeral Brute Force
Attacks, EBF）は，ブルートフォース攻撃を検
知した srcIP，dstIP に相関が確認できるブルー
トフォース攻撃である．ある一定期間毎に異な
る srcIP から特定の dstIP 群に向けて，断続的
にブルートフォース攻撃が検知されていた．1
つの srcIP によるブルートフォース攻撃におい
ては，dstIP 群は同時に攻撃が検知され，その
ときのログイン試行回数も dstIP 群の間で同回
数であった．
我々は，srcIP，dstIP，検知時刻に着目し 22
番ポートに対するブルートフォース攻撃検知ロ
グを可視化することで，EBF の発生を検知する
ことができた．dstIP 毎に，いつ，どの srcIP か
らの攻撃を検知したのかを一枚絵で表現するこ
とにより，異なる dstIP が同期し攻撃を検知さ
れた事象を見つけることができた．
この EBF の特徴から，srcIP 群を制御する攻
撃者の存在が推測できる．その攻撃者は特定の
dstIP 群を対象として，ブルートフォース攻撃
を継続していたと考えられる（図 1）．
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図 2: 3389 番ポートに対する BF ログから抽出
できた EBF に類似した事象

図 1: EBF における srcIP・dstIP 間の関係

2.2

調査結果

前節にて述べたブルートフォース攻撃につい
て，類似した攻撃傾向が存在しないかを調査し
た結果を表 2.2 に示す．調査の結果，3389 番ポー
トに対する BF ログから EBF に類似した攻撃
が検知されていた．
表 1: 類似攻撃傾向の調査結果
ポート番号 EBF 類似傾向

21
22
80
445
3389

2.3

調査手順

なし
あり（既知）
なし
なし
あり

出する：i) ある 1 つの srcIP から複数の dstIP
へブルートフォース攻撃が検知された，ii) ある
srcIP から dstIP 群へのブルートフォース攻撃
は同時刻である，iii) ある srcIP から dstIP 群へ
のブルートフォース攻撃におけるログイン試行
が同一である．
上述の抽出手法を適用した結果，3389 番ポー
トに対する BF ログから，EBF に類似した事
象が検知されていることがわかった．図 2 に，
EBF に類似した事象と判断されたログを抽出
し，srcIP，dstIP，検知時刻に着目した BF ロ
グの可視化を適用した結果を示す．横軸は攻撃
検知時刻を，縦軸は dstIP を示す．図中のドット
はブルートフォース攻撃が検知されたことを示
し，ドットの色や形は srcIP の種類に依存する．
この図から，複数の dstIP 群が一定期間毎に
異なる srcIP から，同時刻に攻撃が検知されて
いたことが確認できた．

EBF に類似した傾向を，次の手順により調査
3 各ネットワークサービスに対す
した．
我々が [6] にて提案した，EBF に該当する dstIP
るブルートフォース攻撃検知ロ
群の抽出手法を適用することで検証を行った．
グの比較
BF ログから EBF によるブルートフォース攻
撃を受けた dstIP 群を抽出できたか否かにより，
本章では，各ネットワークサービスに対する
EBF に類似した事象の検証を行った．EBF に
ブルートフォース攻撃検知ログ（BF ログ）につ
該当する dstIP 群の抽出手法では，次の 3 つの
いて統計を計算し，ネットワークサービス毎の
特徴を持つログを抽出することで，EBF によ
ブルートフォース攻撃検知状況を比較した．本
るブルートフォース攻撃を受けた dstIP 群を抽
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章では BF ログに記録されたポート番号毎に統
計を計算した．
まず，BF ログに占めるレコード件数のポー
ト番号毎の割合を図 3 に示す．レコード件数の
合計は 411,747 件であった．この図から，上位
を占めていたのは 22 番ポート（約 50.61%），
3389 番ポート（約 28.64%），80 番ポート（約
14.15%）に対する BF ログであった．
次に，BF ログに記録されたポート番号毎の
srcIP 数，dstIP 数をそれぞれ図 4，図 5 に示す．
この結果から，srcIP 数が多かった上位 3 種類の
ポート番号は 3389 番ポート，80 番ポート，22
番ポートであった．一方で，dstIP 数が多かった
上位 3 種類のポート番号は 80 番ポート，22 番
ポート，3389 番ポートであった．
これらの結果から，傾向を分析できるのに十
分なログの量，srcIP 数，dstIP 数を持つポート
番号に対する BF ログを選定する．そこで，次
の 3 つの条件：条件 1) BF ログに占める割合が大
きかった上位 5 種類であること，条件 2) srcIP
数，dstIP 数が 10 種類以上あること，条件 3)
well-known ポートであること，の全てを満たす
5 種類のポート番号 21，22，80，445，3389 番
ポートに対する BF ログを，以降の分析の対象
とした．

図 4: BF ログにおける srcIP 数（ポート番号毎）

該当するdstIP数

図 3: BF ログに占めるレコード件数の割合
（ポート番号毎）

ポート番号

図 5: BF ログにおける dstIP 数（ポート番号毎）

4

srcIP の手口の集計

srcIP に着目して，その対象となった dstIP や，
ログイン試行回数など，各ネットワークサービ
ス毎の特徴を整理した．これにより，各サービ
スへの攻撃の特徴や，その背景にある攻撃元の
意思が明らかになることが期待できる．

4.1

ブルートフォース攻撃対象のネット
ワークサービス

まず，srcIP がブルートフォース攻撃のター
ゲットとするネットワークサービスの種類につ
いて集計した．その結果，ほとんどの srcIP（約
98.5 ％）は，ひとつのサービス（ポート番号）
に対するブルートフォース攻撃のみを行ってい
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図 6: srcIP が攻撃先としたポート番号の種類

図 8: 1srcIP に対する dstIP 数 (22 番ポート)
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図 7: 1srcIP に対する dstIP 数 (21 番ポート)

た（図 6）．このことから，サービス毎に srcIP
が分業化されていると類推できる．

4.2

ブルートフォース攻撃の対象となった
dstIP の種類

各ネットワークサービスに対するブルートフ
ォース攻撃のターゲット (dstIP) の種類数を srcIP 毎に集計した．その結果を図 7 〜図 11 に
示す．この結果から，多くの場合で，ひとつの
srcIP はひとつの dstIP に対して（1 対 1 で）攻
撃を行っている．一方で，22 番ポート (SSH) や
445 番ポート (SMB) に対しては，複数の dstIP
に対して（1 対 n で）攻撃を行っていることが
見受けられる．
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図 9: 1srcIP に対する dstIP 数 (80 番ポート)

4.3

ログイン試行回数

各ネットワークサービスに対するブルートフ
ォース攻撃の試行回数を srcIP 毎に集計し，こ
の試行回数の srcIP の数を集計した．この集計
においては，ひとつの srcIP がひとつの dstIP
に対して観測された試行回数を，単純に観測期
間全体で合計したものとした．その結果を図 12
〜図 16 に示す．
我々は，試行回数の値そのものではなく，そ
の頻度のばらつきに着目した．それゆえに，横
軸は試行回数をその昇順で出現順に並べたもの
としている．縦軸は，その試行回数に相当する
srcIP の個数である．
この結果から，21 番ポート (FTP) は srcIP
毎にユニークな試行回数であり，80 番ポート
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図 10: 1srcIP に対する dstIP 数 (445 番ポート)
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図 12: ログイン試行回数の度数分布 (21 番ポー
ト)
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図 11: 1srcIP に対する dstIP 数 (3389 番ポート)

ログイン試行回数

図 13: ログイン試行回数の度数分布 (22 番ポー
ト)

(HTTP) は指数分布のような形態を示している．
残りの他ポート番号では，個数に顕著な集中（ス
パイク）がいくつか見られる．
5.1

5

ネットワークサービス毎の攻撃
の特徴

検知結果は，ブルートフォース攻撃の対象と
なるネットワークサービスの稼働状況に影響が
あると考えられる．そこで，攻撃の特徴を検討
するにあたり，dstIP の総種類数が同程度のサー
ビスを比較対象として考察を行う．

22 番ポートと 3389 番ポートの比較

22 番ポートと 3389 番ポートは，それぞれ，
dstIP の種類数が同程度（約 70 個）であった．
図 8 と図 11 を比較すると，22 番ポート（SSH）
はひとつの srcIP から複数の dstIP に攻撃する
ケースが多い．一方で，3389 番ポート（RDP）
はひとつの srcIP からひとつの dstIP に攻撃す
るケースが多い．また，図 13 と図 16 を比較す
ると，22 番ポートは各 srcIP の試行回数の値は，
ある特定の少ない試行回数の値に集中している．
一方で，3389 番ポートはある特定の試行回数の
値に集中しており，それが複数回に及んでいる．
これらのことから，22 番ポートでは各 srcIP
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図 14: ログイン試行回数の度数分布 (80 番ポー
ト)
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図 15: ログイン試行回数の度数分布 (445 番ポー
ト)

5.2

21 番ポートと 445 番ポートの比較

ログイン試行回数

図 16: ログイン試行回数の度数分布 (3389 番
ポート)

るケースが多い．一方で，445 番ポート（SMB）
はひとつの srcIP から複数の dstIP に攻撃する
ケースが多い．また，図 12 と図 15 を比較する
と，21 番ポートは各 srcIP の試行回数の値はば
らついている．一方で，445 番ポートはある特
定の試行回数の値に集中している．
これらのことから，21 番ポートでは各 srcIP
は独自に（バラバラに）攻撃を行っている．ま
た 445 番ポートでは，各 srcIP は複数の dstIP
をターゲットとしており，各 srcIP には同様の
攻撃環境（攻撃ツール）が用いられていると類
推できる．

5.3
は，複数の dstIP に対して攻撃を行い，その試
行回数は異なる srcIP であっても同様の傾向が
存在することがわかる．一方，3389 番ポートで
は各 srcIP は，ひとつの dstIP に対してログイ
ン試行を行い，その試行回数は異なる srcIP で
あっても同様の傾向が存在し，しかもその傾向
は複数種類存在すると類推できる．
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80 番ポートの特徴

図 9 と図 14 から，80 番ポートは，ひとつの
srcIP からひとつの dstIP に攻撃するケースが
多いが，その試行回数の値はばらついている．
上記の 4 種類のポート番号への攻撃とは，ま
た異なる傾向が見られる．1 対 1 攻撃の傾向が
多くみられる点は，正直なところ，意外であっ
た．ポート 80 番は著名な公開サービスのひとつ
であり，実際のところ srcIP の種類が多く，様々
な srcIP が攻撃を行っているものと類推できる．

21 番ポートと 445 番ポートは，それぞれ，dstIP
の種類数が同程度（12 個）であった．
図 7 と図 10 を比較すると，21 番ポート（FTP）
はひとつの srcIP からひとつの dstIP に攻撃す
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3389 番ポートにおける srcIP の数は，他の
サービスと比べて多く，おそらく 1 対 1 型攻撃
の形態が主流になっているものと思われる．一
方，22 番ポートに関しては，レコード件数は多
いもののその srcIP の数は多くなく，おそらく，
1 対 n 型攻撃の形態が充実しているものと思わ
れる．
445 番ポートと 3389 番ポートにおいて，試行
回数に特徴的な集中が見られる．この原因のひ
とつとして，流布している同様の攻撃ツールが
複数で用いられていることが考えられる．ある
いは，攻撃対象サービスのチェックアウト機能
が影響していることも考えられる．
ひとつの srcIP が攻撃対象とする dstIP を複
数とする 1 対 n とするか，ひとつとする 1 対 1
とするかは，攻撃元の環境に依存することが考
えらる．すなわち，ひとつの攻撃元から，一度
に複数の対象先にチャレンジできるようなサー
ビスかどうかに影響すると考えられる．
21 番ポートや 445 番ポートにおける dstIP 数
が少ないのは，攻撃対象としてサービスを外部
に公開している対象先が限定されていることが
考えられる．監視対象をさらに広げることで，
あるいは，今後同様のサービスの外部公開が拡
大することで，22 番ポートや 3389 番ポートと同
様の傾向が見受けられる可能性もあるであろう．
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