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1. は じ め に

情報セキュリティ対策のための
セキュリティログ協調解析支援システム

情報化社会の発展により，インターネットが著しい普及を遂げ，多くの組織および企業に
おいて IT 化が急速に進んでいる1) ．一方で，不正アクセスやコンピュータウィルスの感染
などの情報セキュリティインシデントの脅威が深刻化しており2) ，その対策としてシステム
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およびネットワーク内で発生するイベントを記録するセキュリティログの専門家による解析
が重要となっている．それに伴い，セキュリティログ解析を支援する技術3)4)5) およびツー
ル6)7)8)9) が発展してきた．

情報セキュリティ対策としてのセキュリティログ解析が，情報セキュリティインシデ
ント発生後の迅速な原因究明のために重要となっている．しかしながら，従来は 1 人
の専門家に対する解析作業支援に重点が置かれ，複数の専門家による協調解析を十分
に支援できていなかった．そこで，本研究では 2 人の専門家による情報セキュリティ
インシデントの解析を対象とし，壁方タッチパネルである SMART Board 上に構築
したシステムよりセキュリティログ協調解析支援を行う．その際，共有解析画面と専
門解析画面という 2 つの画面を交互に入れ替えることで，一画面上で協調解析作業を
完結可能なシステムとした．本提案システムの有用性を実証するために，情報セキュ
リティインシデントの解析を行うというタスクを 2 人 1 組の被験者に実施した結果，
従来の専門家が個々に解析用 PC を持った上で紙やホワイトボード，口頭で情報共有
を行っている場合と比べて，解析時間が共有解析画面を用いたタスク 1 で 39.4%，専
門解析画面を用いたタスク 2 において 49.3%短縮した．

しかしながら，これら従来のセキュリティログ解析支援は，1 人の専門家が行う解析作業
に焦点が当てられ，解析時の操作性の改善や理解しやすい情報提示を行うに留まっており，
実際の現場における複数の専門家によるセキュリティログ解析に注目したものは少なかった．
その結果，多数のセキュリティログが相関関係の状態にある情報セキュリティインシデント
の解析において，専門家間の作業の共有などが十分に行えていないなどの問題が引き起こさ
れていた10) ．
そこで本稿では，情報セキュリティ対策のためのセキュリティログ協調解析支援システム
を提案する．専門家の数を 2 人に限定し，情報セキュリティインシデントを専門家同士が協
調して解析する際に必要な要素の整理を行った結果，協調解析においては，(1) 不正侵入検
知装置である IDS のアラートの解析、(2) 解析対象となった IDS アラートに関連する機器
への解析担当の割り当て，(3) 解析を割り当てられた機器のログ解析，という流れが妥当で
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あると考えた．そして、壁型タッチパネルである SMART Board 上に，共有解析画面およ
び専門解析画面を交互に入れ替えられる形で，協調解析作業の流れを一画面上で完結できる
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これにより，複数の専門家が互いの専門知識および解析内容を逐次共有することが可能な
インターフェースを提供し，情報セキュリティインシデント発生時の迅速な協調解析作業に
貢献する．そして，ヒトとヒトが協調的な解析作業を行う際の新しいセキュリティログ解析
支援を実現する．
以降，2 章ではセキュリティログ解析の現状を記し，3 章でセキュリティログ協調解析支
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援システムの提案を行う．4 章では，実装した提案システムの詳細を述べ，5 章にて評価と
考察を行う．最後に 6 章を本論分の結びとする．
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2. セキュリティログ解析の現状

3. セキュリティログ協調解析支援システム

深刻化する情報セキュリティインシデントへの対策として，企業および組織においてはセ

前章で記述したセキュリティログ解析の現状を踏まえ，本研究では，専門家の数を 2 人に

キュリティログ解析が行われている．これは，情報セキュリティインシデント発生時に，シ

限定し，情報セキュリティインシデントを専門家同士が協調して解析する際に必要な要素の

ステムおよびネットワーク内で発生するイベントを記録したセキュリティログを複数の専門

整理を行う．その後，情報セキュリティ対策におけるセキュリティログ解析の場面で，2 人

家が協調して解析することで，インシデント発生の原因究明を行うというものである．

の専門家が協調して解析作業を行うことが可能なシステムのコンセプトを提案する．

3)4)5)

このようなセキュリティログ解析の分野では，可視化技術

が注目されている．しか

しながら，このような可視化技術は一人の専門家が行うセキュリティログ解析に着目し，解

3.1 協調解析に必要な要素

析時の操作性の向上や理解しやすい提示の実現などに留まっており，実際の現場での協調解

実際の解析現場においては，情報セキュリティインシデントだと明らかに認識できる事象

析に適用することは難しい．

が突然発生することは少ない．システムあるいはネットワークに対して疑わしい通信・操作

また，セキュリティログを保存・管理し，専門家による解析を支援するツール6)7)8)9) が

が行われたことを保存したセキュリティログから専門家が解析を行い，インシデントの発生

多くのベンダーから発表されている．しかしながら，この種のツールも一人の専門家が行う

が確認される場合がほとんどである．この際，情報セキュリティインシデント発生の可能

セキュリティログ解析を前提としたものとなっており，複数の専門家による協調解析を十分

性を検知する方法としては，ネットワーク内に設置された不正侵入検知装置である IDS の

に支援できていない．

アラートを用いる場合が多い12) ．そのため，本研究においても 2 人の専門家による情報セ
キュリティインシデントの解析作業における初期段階として IDS のアラートの解析を行う

その結果，実際の解析現場での複数の専門家による協調解析で問題が発生している．総務
10)

省が 2009 年に行ったサイバー攻撃対応演習

では，複数の専門家が個々に解析用 PC を

ことが相応しいと考えた．結果，専門家同士のセキュリティログ協調解析に必要な要素およ

持った上で，図 1 のように紙やホワイトボード，口頭で情報共有をし，協調解析を行ってい

びその流れは図 2 のような形が好ましいとなった．

る．その際，一方の専門家がもう一方の専門家に対して背を向けるなどして，個々の解析空

まず，図 2 の (1) の前に，ネットワーク内に設置された IDS がネットワーク上のトラフィッ

間の隔たりが起きている．これは，解析作業時の専門家同士による意識の共有，作業の共

クを自動的に分析し，インシデント発生と疑われる通信が存在すればアラートを発生する．

有，知識の共有が十分でないことを示唆している．

このアラート情報について図 2 の (1) が示すように IDS アラートの詳細情報と可視化情報

したがって，情報セキュリティインシデント発生時の解析作業では，複数の専門家が協調

を基に 2 人の専門家が解析を行うことが望ましい．この際，IDS アラートの名前，概要，攻

してセキュリティログ解析をする際のシステムに必要な要素の整理および複数の専門家によ

撃時間，攻撃ルート，および専門家が注目すべき特定のログを専門家同士で共有する必要が

る協調解析を想定したシステムの構築が必要である．

あると考える．これにより，IDS アラートによる警告がどのようなインシデントの可能性を
示唆しており，システムあるいはネットワーク内に存在するどの機器のセキュリティログに
対して解析作業が必要となるかが明らかとなるはずである．
次に，図 2 の (2) において，(1) における IDS アラートの解析結果を基に，解析対象と
なった IDS アラートに関連する機器を専門家同士が話し合うことが好ましい．この際，関
連する機器に対して，2 人の専門家がどのような知識を持っているかが共有され，解析担当
が割り当てられると考えられる．図 2 の場合では，それらの機器がファイアウォールサー

図 1 電気通信事業分野におけるサイバー攻撃対応演習10)

バ，ウェブサーバとなっており，専門家 A と専門家 B がそれぞれの機器のセキュリティロ
グ解析を担当することを示している．
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共有解析画面では，図 2 における (1)IDS アラートの解析と (2) 解析担当の割り当てを実
現する画面を考える．この理由として，解析対象となった IDS アラートに関連する機器の
ログをそれぞれの専門家に割り当てる前段階の部分で，これら 2 つの解析フェーズによる
解析戦略を策定することに重点を置いた画面が必要となるためである．そのためには，IDS
アラート一覧画面と可視化画面，解析対象となるネットワークの全体図を提示することが望
ましい．2 人の専門家は，IDS アラート一覧画面と可視化画面から，IDS アラートの名前，
概要，攻撃時間，攻撃ルート，および専門家が注目すべき特定のログの情報を得られなけれ
ばならない．そして，解析対象となる IDS アラートの関連機器を特定し，それらに対して
解析担当の割り当てをネットワーク図上に描き込めることが好ましい．
図2

専門解析画面では，共有解析画面の解析戦略策定後の図 2 における (3) 機器のログ解析を

ログの協調解析の流れ

実現する画面を考える．そのために，解析対象となった IDS アラートの詳細画面，2 人の
最後に，図 2 の (3) において，(2) における解析担当の割り当て結果を基に，割り当てら

専門家が担当を割り当てられた機器のログが表示するログテーブル，そして，専門家同士が

れた機器のセキュリティログ解析を 2 人の専門家が行うと考えられる．この際，複数の機器

お互いの解析内容および専門知識を逐次共有可能な画面を実装することが望ましい．なぜな

に渡るセキュリティログが複雑な相関関係の状態にある情報セキュリティインシデントの解

ら，2 人の専門家は，解析対象となった IDS アラートの詳細を共有した上で，それぞれの

析では，専門家同士の知識や解析内容が逐次共有されることが望ましい．そして，2 人の専

ログテーブル上で解析作業を行い，複雑な相関関係のある情報セキュリティインシデントの

門家による協調解析の結果，実際にインシデントが起こったか (起こった場合は原因究明)

段階的な解析を，お互いの専門知識およびを逐次話し合いながら行うためである．

あるいは起こっていなかったか (IDS の誤検知) が明確となるはずである．

また，共有解析画面と専門解析画面はワンステップで遷移できることが求められ，あるイ

これらが，専門家同士のセキュリティログ協調解析に必要な要素およびその流れであり，

ンシデントの解析終了時に 2 人の専門家が検知された別の IDS アラートに対しての解析作

全てを通じて 2 人の専門家による意識の共有，作業の共有，知識の共有が効率的に行われ

業に迅速に移ることなどが可能でなければならないと考える．

ることが理想である．そして，1 つの IDS アラートの解析作業が終了した際には図 2 の (1)
に戻り，検知された別の IDS アラートに対して再度協調解析を行うと考えられる．

3.2 提案コンセプト
上に記述した 2 人の専門家によるセキュリティログ協調解析に必要な要素およびその流れ
を実現する方法として，図 3 が示すような共有解析画面と専門解析画面を交互に入れ替える
ことで，情報セキュリティインシデントの解析を可能とするシステムを提案する．この際，
セキュリティログの協調解析を専門家同士で行うために，CSCW (Computer-Supported

Cooperative Work) における協調作業支援の中でも「同期対面型」の作業支援が適当であ
ると考える．そのために，複数人が同時に作業可能なマルチタッチインターフェースを用い
ることが妥当と考え，マルチタッチインターフェース上にシステムを実装する．

図 3 共有解析画面 (左) と専門解析画面 (右) のコンセプト図
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次に，専門解析画面は解析対象となった IDS アラートに関連する機器のログ解析を 2 人

4. 実装システム
4.1 概

の専門家が行う画面である．画面は，図 5 が示すように 4 つの部分に分かれており，(1) お

要

よび (3) 解析を担当する機器のログを表示するログテーブル，(2) 解析対象となった IDS ア

前章で記述した提案コンセプトに基づき，2 人の専門家によるセキュリティログ協調解析支
援システムを SMART Technologies 社による壁型のタッチパネルである SMART Board

ラートの詳細画面，(4) 解析内容および専門知識を共有する画面となっている．

11)

このような SMART Board 上に構築した実装システムを通じて，２人の専門家による正

に実装した．この際，共有解析画面は図 4 となり，専門解析画面は図 5 となった．

確かつ迅速な情報セキュリティインシデントの協調解析を実現する．この際，解析空間は逐

まず，共有解析画面は，IDS アラートの解析と解析対象となった IDS アラートに関連す

次共有され，専門家同士でセキュリティログの複雑な相関関係を効率的に解析することが可

る機器への解析担当の割り当てを 2 人の専門家が行う画面である．画面は，図 4 が示すよ

能だと考えられる．そして，共有解析画面と専門解析画面を交互に用いることで情報セキュ

うに 3 つの部分に分かれており，(1)IDS アラートの一覧画面，(2)IDS アラートの可視化画

リティインシデントの解析を一画面で完結することができ，2 人の専門家による協調解析時

面，(3) 解析対象となったネットワーク図となっている．

の意識の共有，作業の共有，知識の共有に貢献する．

図4

図5

共有解析画面

4

専門解析画面
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4.2 本システムを用いた解析の流れ

図 4 の (1) は IDS アラートの一覧画面であり，IDS がネットワーク上のトラフィックを分

IDS アラートの解析および解析担当の割り当て

析し疑わしいと判別された通信の警告を表示する．この際，アラート名，シグネチャー ID，

ここでは，2 人の専門家が情報セキュリティインシデントを解析する際の共有解析画面を

アラートの総数，アラートの優先度が提示される．また，一覧画面にある特定のアラートを

用いた IDS アラートの解析および解析担当の割り当てについて記述する．

解析対象として選択することで図 6 のように IDS アラートの詳細画面を表示することがで
きると同時に，図 4 の (2) において選択した IDS アラートの可視化情報 (横軸が時間，縦
軸がアラート数) がハイライトされる (図 7 参照)．これらの情報より，解析対象となる IDS
アラートに関する名前，概要，攻撃時間，攻撃ルート，専門家が注目すべき特定のログなど
の情報を専門家同士が共有でき，IDS アラートの解析が可能となっている．

図 6 IDS アラート一覧画面について

図 8 ネットワーク図について

図 4 の (3) はネットワーク図であり，解析対象となったネットワーク図が表示される．ネッ
トワーク図上には，解析対象となる可能性のある機器およびその IP アドレスが提示される．
解析対象とする IDS アラートを 2 人の専門家が決定した後は，図 8 が示すように，解析対
象となった IDS アラートに関連する機器への解析担当の割り当てを，SMART Board に付

図 7 IDS アラート可視化画面について

属した電子ペンによる書き込みで行う．
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機器のログの解析

る．そして，解析内容の入力フォームに選択したログを表示することができ，専門家が内容

ここでは，2 人の専門家が情報セキュリティインシデントを解析する際の専門解析画面を

を追記することも可能である．さらに，フォームに入力された解析内容は，図 10 のように

用いた解析対象となった IDS アラートに関連する機器のログ解析について記述する．

解析内容の共有画面に追加することができ，専門家同士でも解析作業時に逐次，解析内容お
よび専門知識を共有することが可能である．

図 10

IDS アラートの詳細画面 (左) と解析内容の共有画面 (右) について

5. 評 価 実 験
5.1 実 験 内 容
本評価は，提案手法による協調解析が従来手法より情報セキュリティインシデントの迅速
な解析に貢献することの検証が目的である．提案手法は，SMART Board 上に実装したア

図 9 ログテーブルの画面について

プリケーションを用いた 2 人の専門家による協調解析であり，従来手法は，2 人の専門家が
個々に解析用 PC(1 人を対象とした IDS アラートおよびログの解析画面を実装) を持った
図 5 の (1) および (3) は，専門家が解析を割り当てられた機器のログを表示するログテー

上で紙やホワイトボード，口頭での情報共有を行う協調解析である．被験者は，情報工学を

ブルである．図 5 の (2) では解析対象となった IDS アラートの詳細画面が表示されており，

専攻する大学生・大学院生 12 名であり，2 人 1 組の専門家として計 6 組が実験に参加した．

専門家同士によるログテーブルへの操作時の話し合いを支援する (図 10 参照)．また，ログ

この際，2 人のうちの 1 人をウェブサーバの専門家，もう 1 人をデータベースの専門家と

テーブルに対しては図 9 が示すように，フィルタをかけることができ，特に注目すべきログ

し，それぞれの学生には，配布資料と事前講習を通して専門家として必要となる知識を伝え

あるいはもう片方の専門家に共有したいとするログは選択することで赤くハイライトされ

た．また，情報セキュリティインシデントの発生を想定した解析タスクを 2 つ設け，タスク
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1 では共有解析画面を用いた IDS アラートの解析および解析担当の割り当てを，タスク 2

タスク 2 は，2 人の専門家が解析対象となった IDS アラートに関連する機器のログを協調

では専門解析画面を用いた機器のログ解析を，2 人 1 組の被験者に対して課した．さらに，

解析するというものだった．図 12 の例では，注目すべきログとして ALERT 008 がデータ

タスクは被験者の慣れを考慮して，半分の組は従来手法より，また半分の組は提案手法より

ベースおよびウェブサーバのログに記録されているが，図 13 が示すように，ALERT 008

実験を進めた．解析精度は，タスク 1 では (正確に共有された項目数 / 全項目数)，タスク

に関する一連のログパターンの知識 (これらが時系列順に当てはまれば IDS アラートは事

2 では (解析された IDS アラートの正解数 / 全 IDS アラートの数) となっている．解析時

実，当てはまらなければ誤検知) がデータベースの専門家のみにしかないという状況になっ

間は，用意されたセキュリティインシデントの解析にかかった総時間である．

ている．よって，専門家同士が SMART Board 上に実装された本システムを用いながら，
専門知識および解析内容の共有画面と話し合いを通じて，協調解析作業を行う．この場合，

タスク 1 は，提案手法では SMART Board 上に実装した共有解析画面において，従来手

データベースへのバッファオーバーフロー攻撃は事実であり，サービス停止の必要性ありと

法ではホワイトボード上において，2 人の専門家で IDS アラートの解析に必要な 5 つの要

2 人の専門家が結論づけることで解析終了とする．

素について確認し，解析担当を割り当てるというものである．図 11 の例では，アラート名：

MS-SQL version over flow attempt，概要：データベースへのバッファオーバーフロー攻
撃，時間：13:15 (可視化画面でのアラートのピークより)，攻撃ルート：外部ネットワークか
らウェブサーバを経由しデータベースサーバへ攻撃，注目すべきログ (IDS アラートに対応
する特徴的なログパターンおよび専門知識の必要なログパターン)：アラート 001，アラー
ト 003 (データベースの専門家の知識が必要)，アラート 008 (ウェブサーバの専門家の知識
が必要) と情報を共有する．そして，ネットワーク図上に，専門家 A はウェブサーバ，専門
家 B はデータベースのログの解析を担当するということを描き込むとする．

図 11

図 12 評価実験のタスク 2 における機器のログの例

評価実験のタスク 1 における 5 つの共有項目

図 13
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5.2 結果と考察

われている．しかしながら，従来のセキュリティログ解析支援は 1 人の解析者の作業に注

解析精度の結果を表 1 に，解析時間の結果を表 2 に示す．解析精度は，有意水準 5%で t

目してきており，実際の現場における複数の専門家による協調解析を十分に支援できていな

検定を行った結果，いずれのタスクにおいても有意差は見られなかった．解析時間は，有意

かった．そこで，本論文では，壁方タッチパネルである SMART Board 上に実装した共有

水準 5%で t 検定を行った結果，タスク 1 と 2 の両方で有意差が見られたため，短縮率 (1

解析画面と専門解析画面より，2 人の専門家による情報セキュリティインシデントの解析を

- 提案手法の解析時間 / 従来手法の解析時間) を求めた．これより，提案手法は従来手法よ

支援するセキュリティログ協調解析支援システムを提案した．本システムの有用性を実証す

りも，タスク 1 で 39.4%，タスク 2 で 49.3%，解析時間を短縮したことが分かった．

るために情報セキュリティインシデントが起こったと想定し，解析作業の評価実験を行った

表1
タスク

1
2

従来手法 (%)

93.3%
94.3%

結果，従来の専門家が個々に解析用 PC を持った上で紙やホワイトボード，口頭で情報共有

解析精度
提案手法 (%)

いたタスク 2 で 49.3%，解析時間を短縮できることを示した．

なし

100.0%
88.7%

表2

を行っている場合と比べて，共有解析画面を用いたタスク 1 で 39.4%，専門解析画面を用

有意差
なし

参 考

解析時間

タスク

従来手法 (s)

提案手法 (s)

有意差

短縮率

1
2

175
359

106
181

あり

39.4%
49.3%

あり
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解析精度については，両タスクの解析精度とも十分に高く，提案手法が従来手法と同程度
の解析精度水準にあることを示している．また，今回被験者がセキュリティログ解析の専門
家ではなく学生だったため，タスクの内容を事前講習と配布資料で理解できる比較的優し
い難易度とし，時間も 10 分以内で終わるものとしたが，正答を導くのが容易である事も原
因であると考えられる．一方で，解析時間については，タスク 1 とタスク 2 の両方で，提
案手法が従来手法に比べて解析時間を短縮したことが明らかとなった．この理由としては，
タスク 1 での IDS アラートの解析および解析担当の割り当て，タスク 2 での機器のログ解
析において，提案手法で 2 人の専門家が SMART Board 上に表示された情報をお互いが確
認し合いながら解析空間を密に共有し，専門知識および解析内容を随時話し合って解析を迅
速に進めていたのに対して，従来手法では専門家間での情報共有の際に混乱が見られ，専門
家の一方がもう一方の専門家に対して完全に背を向けながらホワイトボード上に記入を行
わなければならないなど，個々の解析空間に大きな隔たりがあったためだと考えられる．

6. お わ り に
企業および組織においては，不正アクセスやコンピュータウィルスの感染などの情報セ
キュリティインシデントの脅威への対策として，専門家によるセキュリティログの解析が行
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