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(57)【要約】
【課題】 系列データ間の類似性を高精度に検査する手
法を創出し、それによって広域ネットワークにおけるイ
ンシデントの解析結果と、各マルウェアの特性とを効率
よく比較し、両者の相関を得ること。
【解決手段】 ネットワーク上で他のコンピュータに対
して不正処理を行うマルウェアが送信する系列データと
、検査対象のソフトウェアが送信する系列データとを比
較してその類似性を検査する類似性検査方法を提供する
。不正処理結果検知手段２０が、マルウェアの系列デー
タを得るとともに、検査対象処理結果検知手段２１が、
検査対象の系列データを得る。系列データ変換処理手段
２２が、両系列データをフーリエ変換して正規化した後
に、相関係数算出手段２４が両者の相関係数を算出する
。
【選択図】 図１

10

(2)

JP 2008‑176752 A 2008.7.31

【特許請求の範囲】
【請求項１】
ネットワーク上で他のコンピュータに対して不正処理を行う第１のソフトウェアの処理
結果から得られる第１の系列データと、検査対象の第２のソフトウェアの処理結果から得
られる第２の系列データとを比較してその類似性を検査する類似性検査方法であって、
不正処理結果検知手段が、該第１のソフトウェアの不正処理の結果を検出しその結果を
第１の系列データとして得る不正処理結果検知ステップ、
検査対象処理結果検知手段が、該第２のソフトウェアの処理結果を検出しその結果を第
２の系列データとして得る検査対象処理結果検知ステップ、
コンピュータの系列データ変換処理手段が、該第１の系列データ及び該第２の系列デー
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タを次の各工程：
コンピュータの演算手段が、入力された系列データについて、離散フーリエ変換して横
軸に周波数、縦軸に周波数成分の強度を表すスペクトラムを得る離散フーリエ変換処理工
程、
コンピュータのデータ抽出手段が、該スペクトラムについて、該縦軸において所定の閾
値を超える周波数強度を持つ要素を抽出し、その出現位置の値の系列を得る出現位置系列
取得工程、
コンピュータの出現位置値正規化処理手段が、該スペクトラムにおける最も強度の強い
スペクトルの出現位置の値で、該出現位置の値の系列の値を全て除算し、正規化された出
現位置の値の系列を得る出現位置値正規化処理工程、
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コンピュータの調波構造正規化処理手段が、該正規化された出現位置値の系列について
、標準偏差を用いた正規化処理を行う調波構造正規化処理工程
により変換する系列データ変換処理ステップ、
コンピュータの相関係数算出手段が、変換後の第１の系列データと変換後の第２の系列
データとから所定の相関関係式を用いて相関係数を算出する相関係数算出ステップ
を有する
ことを特徴とする系列データ間の類似性検査方法。
【請求項２】
前記系列データ変換処理ステップにおいて、
前記離散フーリエ変換処理工程の後に、
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コンピュータのデータ抽出手段が、所定の閾値以上の高周波数成分を除去する高周波数
成分除去処理工程を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の系列データ間の類似性検査方法。
【請求項３】
前記系列データ変換処理ステップの後に、
コンピュータのデータ整形手段が、変換後の第１及び第２の系列データについて、基本
周波数における出現位置において両系列データを同期すると共に、該基本周波数間で出現
位置値がない場合には所定の値を補完するデータ整形ステップを有する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の系列データ間の類似性検査方法。
【請求項４】
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前記不正処理結果検知手段及び検査対象処理結果検知手段が、それぞれ第１及び第２の
ソフトウェアによる、他のコンピュータのネットワークアドレスに対する連続的なスキャ
ンを検知する構成であって、前記第１及び第２の系列データとして、スキャンしたネット
ワークアドレスの値の列を用いる
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の系列データ間の類似性検査方法
。
【請求項５】
前記第１のソフトウェアが、閉じられたネットワークにおいて検査のために実行される
マルウェアであり、前記第２のソフトウェアが、広域ネットワークにおいて実際に実行さ
れ、マルウェアと疑われる挙動を示すソフトウェアであり、
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前記請求項１ないし４のいずれかに記載の系列データ間の類似性検査方法を用いて、該
第２のソフトウェアの種類を、該第１のソフトウェアとの類似性を検査することにより特
定する
ことを特徴とするマルウェアの検査方法。
【請求項６】
２つ以上の系列データを比較して系列データ間の類似性を検査する類似性検査方法であ
って、
コンピュータの系列データ変換処理手段が、該各系列データを次の各工程：
コンピュータの演算手段が、入力された系列データについて、離散フーリエ変換して横
軸に周波数、縦軸に周波数成分の強度を表すスペクトラムを得る離散フーリエ変換処理工
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程、
コンピュータのデータ抽出手段が、該スペクトラムについて、該縦軸において所定の閾
値を超える周波数強度を持つ要素を抽出し、その出現位置の値の系列を得る出現位置系列
取得工程、
コンピュータの出現位置値正規化処理手段が、該スペクトラムにおける最も強度の強い
スペクトルの出現位置の値で、該出現位置の値の系列の値を全て除算し、正規化された出
現位置の値の系列を得る出現位置値正規化処理工程、
コンピュータの調波構造正規化処理手段が、該正規化された出現位置値の系列について
、標準偏差を用いた正規化処理を行う調波構造正規化処理工程
により変換する系列データ変換処理ステップ、
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コンピュータの相関係数算出手段が、変換後の各系列データから所定の相関関係式を用
いて相関係数を算出する相関係数算出ステップ
を有する
ことを特徴とする系列データ間の類似性検査方法。
【請求項７】
前記系列データ変換処理ステップにおいて、
前記離散フーリエ変換処理工程の後に、
コンピュータのデータ抽出手段が、所定の閾値以上の高周波数成分を除去する高周波数
成分除去処理工程を含む
ことを特徴とする請求項６に記載の系列データ間の類似性検査方法。
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【請求項８】
前記系列データ変換処理ステップの後に、
コンピュータのデータ整形手段が、変換後の各系列データについて、基本周波数におけ
る出現位置において各系列データを同期すると共に、該基本周波数間で出現位置値がない
場合には所定の値を補完するデータ整形ステップを有する
ことを特徴とする請求項６又は７に記載の系列データ間の類似性検査方法。
【請求項９】
ネットワーク上で他のコンピュータに対して不正処理を行う第１のソフトウェアの処理
結果から得られる第１の系列データと、検査対象の第２のソフトウェアの処理結果から得
られる第２の系列データとを比較してその類似性を検査する類似性検査装置であって、
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該第１のソフトウェアの不正処理の結果を検出しその結果を第１の系列データとして得
る不正処理結果検知手段と、
該第２のソフトウェアの処理結果を検出しその結果を第２の系列データとして得る検査
対象処理結果検知手段と、
該第１の系列データ及び該第２の系列データを変換処理する系列データ変換処理手段で
あって、
入力された系列データについて、離散フーリエ変換して横軸に周波数、縦軸に周波数成
分の強度を表すスペクトラムを得る離散フーリエ変換処理部と、
該スペクトラムについて、該縦軸において所定の閾値を超える周波数強度を持つ要素を
抽出し、その出現位置の値の系列を得る出現位置系列取得部と、
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該スペクトラムにおける最も強度の強いスペクトルの出現位置の値で、該出現位置の値
の系列の値を全て除算し、正規化された出現位置の値の系列を得る出現位置値正規化処理
部と
該正規化された出現位置値の系列について、標準偏差を用いた正規化処理を行う調波構
造正規化処理部と
を少なくとも含むコンピュータの系列データ変換処理手段と、
変換後の第１の系列データと変換後の第２の系列データとから所定の相関関係式を用い
て相関係数を算出するコンピュータの相関係数算出手段と
を少なくとも備える
ことを特徴とする系列データ間の類似性検査装置。
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【請求項１０】
前記系列データ変換処理手段が、
離散フーリエ変換処理部から出力されたスペクトラムにおいて、所定の閾値以上の高周
波数成分を除去する高周波数成分除去処理部を含む
ことを特徴とする請求項９に記載の系列データ間の類似性検査装置。
【請求項１１】
前記系列データ間の類似性検査装置が、
調波構造正規化処理部において正規化された第１及び第２の系列データについて、基本
周波数における出現位置において両系列データを同期すると共に、該基本周波数間で出現
位置値がない場合には所定の値を補完するデータ整形手段を備えた
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ことを特徴とする請求項９又は１０に記載の系列データ間の類似性検査装置。
【請求項１２】
前記不正処理結果検知手段及び検査対象処理結果検知手段が、それぞれ第１及び第２の
ソフトウェアによる、他のコンピュータのネットワークアドレスに対する連続的なスキャ
ンを検知する構成であって、前記第１及び第２の系列データとして、スキャンしたネット
ワークアドレスの値の列を用いる
ことを特徴とする請求項９ないし１１のいずれかに記載の系列データ間の類似性検査装
置。
【請求項１３】
前記第１のソフトウェアが、閉じられたネットワークにおいて検査のために実行される
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マルウェアであり、前記第２のソフトウェアが、広域ネットワークにおいて実際に実行さ
れ、マルウェアと疑われる挙動を示すソフトウェアであり、
前記請求項１ないし４に記載の系列データ間の類似性検査方法を用いて、該第２のソフ
トウェアの種類を、該第１のソフトウェアとの類似性を検査することにより特定する
ことを特徴とするマルウェアの検査装置。
【請求項１４】
２つ以上の系列データを比較して系列データ間の類似性を検査する類似性検査装置であ
って、
該各系列データを変換処理する系列データ変換処理手段であって、
入力された系列データについて、離散フーリエ変換して横軸に周波数、縦軸に周波数成
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分の強度を表すスペクトラムを得る離散フーリエ変換処理部と、
該スペクトラムについて、該縦軸において所定の閾値を超える周波数強度を持つ要素を
抽出し、その出現位置の値の系列を得る出現位置系列取得部と、
該スペクトラムにおける最も強度の強いスペクトルの出現位置の値で、該出現位置の値
の系列の値を全て除算し、正規化された出現位置の値の系列を得る出現位置値正規化処理
部と
該正規化された出現位置値の系列について、標準偏差を用いた正規化処理を行う調波構
造正規化処理部と
を少なくとも含むコンピュータの系列データ変換処理手段と、
変換後の各系列データから所定の相関関係式を用いて相関係数を算出する相関係数算出
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手段
とを備える
ことを特徴とする系列データ間の類似性検査装置。
【請求項１５】
前記系列データ変換処理手段が、
離散フーリエ変換処理部から出力されたスペクトラムにおいて、所定の閾値以上の高周
波数成分を除去する高周波数成分除去処理部を含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の系列データ間の類似性検査装置。
【請求項１６】
前記系列データ間の類似性検査装置が、
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調波構造正規化処理部において正規化された第１及び第２の系列データについて、基本
周波数における出現位置において両系列データを同期すると共に、該基本周波数間で出現
位置値がない場合には所定の値を補完するデータ整形手段を備えた
ことを特徴とする請求項１４又は１５に記載の系列データ間の類似性検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は複数の数値の列からなる系列データについて、２つ以上の系列データ間の類似
性を検査する方法とその装置に関し、特に該方法によりネットワーク上のスキャン特性の
類似性を検査する技術に係るものである。
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【背景技術】
【０００２】
インターネットにおけるインシデント対策の研究分野では、広域ネットワークでのパッ
シブモニタリングを行い、観測されたトラフィックを分析することで、インシデント検知
を行うための研究が盛んに行われている。
また、本件発明者らが推進するインシデント対策のためのプロジェクトnicter（非特許
文献１を参照。）では、広域観測網において観測されたトラフィックから、実時間でイン
シデントを検知する技術が研究されている。
広域ネットワークにおいて実際のインシデントを解析する技術をここではマクロ解析と
呼ぶこととする。
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【０００３】
その一方で、ウィルス(virus)、ワーム(worm)、ボット(bot)といったマルウェア(malwa
re)検体を収集・分析し、個々のマルウェアの特徴を抽出する技術も研究が進められてい
る。このように閉じられたネットワーク空間において、マルウェア検体の分析を行うこと
を、上記のマクロ解析に対して、ミクロ解析と呼ぶこととする。
【０００４】
マルウェアに起因するインシデントに迅速かつ的確に対処するためには、広域観測網に
おいて検出された事象(結果) に対し、その原因となったマルウェアを特定し、提示する
ことが重要である。
このようなインシデント(結果) とマルウェア(原因) との相関関係を得るためには、そ
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れぞれの特徴を効果的に抽出した上で相関分析を行う必要がある。
【０００５】
ミクロ解析においてスキャン攻撃の特徴抽出手法としていくつかの先行研究が提案され
ているが、広域ネットワークでのインシデントとマルウェアとの相関分析を行うことを前
提とする、個々のホストのネットワーク的挙動を分析する研究はいまだ少ない。すなわち
、マクロ解析結果とミクロ解析結果との相関関係を検査して、マクロ解析において得られ
た特定のホストについてマルウェアの特定を行う技術はほとんど提供されていない。
【０００６】
ところで、ネットワークインシデントの研究分野では、スペクトラム解析アルゴリズム
や時系列解析アルゴリズムといったアルゴリズムを用いた、さまざまなトラフィック解析
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手法が提案されている。
非特許文献２に開示される研究では定点観測網から得られるパケット数の変動に着目し
た解析を行っている。これは、送信元および送信先のＩＰアドレスとポート番号といった
パラメータ毎のパケット数の変動データに対してウェーブレット解析を施し、そこで得ら
れる時間周波数成分の変化に基づいて脅威を検知する手法である。
【０００７】
また、非特許文献３に開示される研究では、非特許文献２の技術と同様、パケット数の
変動に着目した解析を行っている。ここでは系列データ(単位時間あたりのパケット数)
に対してSDAR (Sequencial Discounting AR estimating) と呼ばれる時系列解析アルゴリ
ズムを用いることで軽快な処理を実現し、リアルタイムでの異常検知を可能としている。
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【０００８】
以上の２つの提案手法はその目的がインシデント検知であるため、上述したようなマル
ウェアの特徴抽出に適しているとは言えない。
これらに対して、非特許文献４に開示される研究はフーリエ変換を用いたマルウェアの
特徴抽出である。該文献では、フーリエ変換によって得られたスペクトラムの調波構造に
着目し、マルウェアの識別を行っている。
しかし、解析対象となるデータは、上の二例と同じくパケット数の変動データを前提と
しているため、宛先ＩＰアドレス等のパラメータの遷移情報を検査対象とすることができ
ない。
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【０００９】
【非特許文献１】中尾康二、吉岡克成、衛藤将史、井上大介、力武健次著「nicter: An I
ncident Analysis System using Correlation between Network Monitoring and Malware
Analysis」Proceedings of The 1st Joint Workshop on Information Security，JWIS20
06，Page363‑377, 2006年9月
【非特許文献２】石黒正揮、鈴木裕信、村瀬一郎著「ウェーブレット解析を用いた周波数
成分変化に基づくインターネット脅威検出法」電子情報通信学会（2006年暗号と情報セキ
ュリティシンポジウム(SCIS2006)）

２００６年１月

【非特許文献３】竹内純一、佐藤靖士、力武健次、中尾康二著「変化点検出エンジンを利
用したインシデント検知システムの構築」電子情報通信学会（2006年暗号と情報セキュリ
ティシンポジウム(SCIS2006)）
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２００６年１月

【非特許文献４】John Heidemann,Urbashi,Mitra,Antonio Ortega,Christos Papadopoulo
s著「Detecting and identifying malware: A new signal processing goal」IEEE Signa
l Processing Magazine, Volume 23, Issue 5, pp.107‑111

２００６年９月

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
上記従来技術では、インシデントのマクロ解析結果と、マルウェアのミクロ解析結果と
を効果的に融合させて当該インシデントの詳細な情報を特定することができない。また、
非特許文献４の技術によっても、パケット数の変動データのみを検査の対象としており，
これはネットワークの混雑状況によるパケット数の変動の影響を大きく受けやすく，実際
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のマルウェアの挙動を正確に把握するためには極めて不十分である。
【００１１】
本発明はこのような従来技術の有する問題点に鑑みて創出されたものであり、系列デー
タ間の類似性を高精度に検査する手法を創出し、それによって広域ネットワークにおける
インシデントの解析結果と、各マルウェアの特性とを効率よく比較し、両者の相関を得る
ことを可能にすることを目的とするものである。
同時に、同様の特徴を有する系列データの汎用的な類似性検査方法を提供することも目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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本発明は、上記の課題を解決するために、次のような系列データ間の類似性検査方法を
提供する。
すなわち、請求項１に記載の発明は、ネットワーク上で他のコンピュータに対して不正
処理を行う第１のソフトウェアの処理結果から得られる第１の系列データと、検査対象の
第２のソフトウェアの処理結果から得られる第２の系列データとを比較してその類似性を
検査する類似性検査方法であって、次の各ステップを有する。
【００１３】
(1)不正処理結果検知手段が、該第１のソフトウェアの不正処理の結果を検出しその結果
を第１の系列データとして得る不正処理結果検知ステップ、
(2)検査対象処理結果検知手段が、該第２のソフトウェアの処理結果を検出しその結果を
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第２の系列データとして得る検査対象処理結果検知ステップ、
(3)コンピュータの系列データ変換処理手段が、該第１の系列データ及び該第２の系列デ
ータを次の各工程：
(3‑1)コンピュータの演算手段が、入力された系列データについて、離散フーリエ変換し
て横軸に周波数、縦軸に周波数成分の強度を表すスペクトラムを得る離散フーリエ変換処
理工程、
(3‑2)コンピュータのデータ抽出手段が、該スペクトラムについて、該縦軸において所定
の閾値を超える周波数強度を持つ要素を抽出し、その出現位置の値の系列を得る出現位置
系列取得工程、
(3‑3)コンピュータの出現位置値正規化処理手段が、該スペクトラムにおける最も強度の
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強いスペクトルの出現位置の値で、該系列の全ての出現位置の値を除算し、正規化された
出現位置の値の系列を得る出現位置値正規化処理工程、
(3‑4)コンピュータの調波構造正規化処理手段が、該正規化された出現位置値の系列につ
いて、標準偏差を用いた正規化処理を行う調波構造正規化処理工程
により変換する系列データ変換処理ステップ、
(4)コンピュータの相関係数算出手段が、変換後の第１の系列データと変換後の第２の系
列データとから所定の相関関係式を用いて相関係数を算出する相関係数算出ステップ
を有することを特徴とする。
【００１４】
請求項３に記載の発明は、上記の（３）系列データ変換処理ステップの後に、
(3

30

)コンピュータのデータ整形手段が、変換後の第１及び第２の系列データについて、

基本周波数における出現位置において両系列データを同期すると共に、該基本周波数間で
出現位置値がない場合には所定の値を補完するデータ整形ステップを有することを特徴と
する。
【００１５】
請求項４に記載の発明は、上記の不正処理結果検知手段及び検査対象処理結果検知手段
が、それぞれ第１及び第２のソフトウェアによる、他のコンピュータのネットワークアド
レスに対する連続的なスキャンを検知する構成であって、前記第１及び第２の系列データ
として、スキャンしたネットワークアドレスの値の列を用いることを特徴とする。
【００１６】
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また本発明は、次のようなマルウェアの検査方法として提供することもできる。
すなわち、請求項５に記載の発明は、上記の第１のソフトウェアが、閉じられたネット
ワークにおいて検査のために実行されるマルウェアであり、第２のソフトウェアが、広域
ネットワークにおいて実際に実行され、マルウェアと疑われる挙動を示すソフトウェアで
あり、請求項１ないし４のいずれかに記載の系列データ間の類似性検査方法を用いて、該
第２のソフトウェアの種類を、該第１のソフトウェアとの類似性を検査することにより特
定することを特徴とする。
【００１７】
さらに本発明は、用途を限定されない２つ以上の系列データを比較して系列データ間の
類似性を検査する類似性検査方法として提供することもできる。
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この場合において、
(A)コンピュータの系列データ変換処理手段が、該各系列データを次の各工程：
(A‑1)コンピュータの演算手段が、入力された系列データについて、離散フーリエ変換し
て横軸に周波数、縦軸に周波数成分の強度を表すスペクトラムを得る離散フーリエ変換処
理工程、
(A‑2)コンピュータのデータ抽出手段が、該スペクトラムについて、該縦軸において所定
の閾値を超える周波数強度を持つ要素を抽出し、その出現位置の値の系列を得る出現位置
系列取得工程、
(A‑3)コンピュータの出現位置値正規化処理手段が、該スペクトラムにおける最も強度の
強いスペクトルの出現位置の値で、該出現位置の値の系列の値を全て除算し、正規化され
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た出現位置の値の系列を得る出現位置値正規化処理工程、
(A‑4)コンピュータの調波構造正規化処理手段が、該正規化された出現位置値の系列につ
いて、標準偏差を用いた正規化処理を行う調波構造正規化処理工程により変換する系列デ
ータ変換処理ステップ、
(B)コンピュータの相関係数算出手段が、変換後の各系列データから所定の相関関係式を
用いて相関係数を算出する相関係数算出ステップ
を有することを特徴とする。
【００１８】
請求項７に記載の発明は、上記の(A)系列データ変換処理ステップにおいて、(A‑1)離散
フーリエ変換処理工程の後に、
(A‑1

20

)コンピュータのデータ抽出手段が、所定の閾値以上の高周波数成分を除去する高

周波数成分除去処理工程
を含むことを特徴とする。
【００１９】
請求項８に記載の発明は、上記の(A)系列データ変換処理ステップの後に、
(A

)コンピュータのデータ整形手段が、変換後の各系列データについて、基本周波数に

おける出現位置において各系列データを同期すると共に、該基本周波数間で出現位置値が
ない場合には所定の値を補完するデータ整形ステップを有する
ことを特徴とする。
【００２０】
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本発明は、上記請求項１ないし４の各処理を実行する系列データ間の類似性検査装置と
して提供してもよい。
【００２１】
また、請求項５の各処理を実行するマルウェアの検査装置として提供してもよい。
【００２２】
さらに、上記請求項６ないし８のいずれかの各処理を実行するより汎用的な系列データ
間の類似性検査装置として提供してもよい。
【発明の効果】
【００２３】
本発明は、上記構成を備えることにより次のような効果を奏する。
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すなわち、本発明によれば、複数の数値の列からなる系列データにおいて、その類似性
を高精度に検査する検査方法及び装置を提供することができる。
特に、本発明は、系列データの遷移に着目するものであり、各系列データ間の値が異な
る値域にあったり、系列データの要素の数が異なったり、系列中で多少の入れ違いが生じ
ていても、正規化処理、整形処理によって良好に類似性を検査することができる。
【００２４】
マルウェアの挙動のうち、ＩＰアドレスなどのネットワークアドレスを連続してスキャ
ンする構成が知られているが、本発明における系列データとしてスキャンされたＩＰアド
レスを用いることで、２つのマルウェアの類似性検査にも用いることができる。
特に、
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【００２５】
また、ハニーポッドなど閉じられたネットワーク空間におけるマルウェアの検体におけ
る挙動と、広域ネットワークで生じているインシデントにおける挙動とを比較することで
、マルウェアの特定のための検査方法として用いることもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
以下、本発明の実施形態を、図面に示す実施例を基に説明する。なお、実施形態は下記
に限定されるものではない。
図１は本発明に係る系列データの類似性検査装置（以下、本装置と呼ぶ。）（１）の全
体構成図である。本装置（１）は、公知のパーソナルコンピュータやネットワークサーバ
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によって構成するのが簡便である。
【００２７】
本装置（１）には、演算処理等を司るＣＰＵ（１０）を中心として、ＣＰＵ（１）と恊
働するメモリ（１１）、ユーザが入力等を行うキーボード及びマウス（１２）、データを
読み書き自在に格納するハードディスク（１３）、インターネット等のネットワーク接続
を行うネットワークアダプタ（１４）などが備えられている。また、図示しないモニタを
接続して画面表示を行ったり、スピーカを接続して音声出力を行うことも可能である。
これらの構成はいずれも周知の事項であって、その構造や作用については説明を省略す
る。
【００２８】
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本発明はこのようなコンピュータを用いて、２つ以上の系列データが類似しているか否
か、あるいは類似度を検査する処理方法と、該方法を実装した装置を提供するものである
。以下では、２つ以上の系列データとして、ネットワークにおいて２種のソフトウェアが
それぞれ複数のＩＰアドレスを順にスキャンしていく際の該アドレスを時系列で並べた数
値列を用いて説明する。
【００２９】
このようなスキャンは、大規模なネットワーク障害を起こすために大量のパケットを大
量のＩＰアドレスに向けて送出するマルウェアや、脆弱なサーバを探索する際にみられる
挙動であり、本実施例ではそのようなマルウェアの挙動を比較することを目的としている
。このような処理の意義については後記で詳述する。
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【００３０】
本装置（１）のＣＰＵ（１０）には、順に不正処理結果検知部（２０）、検査対象処理
結果検知部（２１）、系列データ変換処理部（２２）、データ整形部（２３）、相関関数
算出部（２４）、出力部（２５）を備えている。
このうち、データ整形部（２３）については、入力される系列データにより、必ずしも
備えなくてもよいが、本実施例のようにＩＰアドレスなど、異なる値域の系列データを入
力する際には必要である。
【００３１】
本発明の中核となるのは系列データ変換処理部（２２）と、相関係数算出部（２３）で
ある。まず系列データ変換処理部（２２）において入力された系列データを離散フーリエ
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変換することに特徴がある。そして、単にフーリエ変換するのみならず、これを最適な方
法によって正規化処理し、相関係数算出部（２３）で相関関数を得ることを可能にしてい
る。
【００３２】
このために、図２に示すように、系列データ変換処理部（２２）にはさらに、離散フー
リエ変換処理部（２２０）、高周波数成分除去処理部（２２１）、出現位置系列取得部（
２２２）、出現位置値正規化処理部（２２３）、調波構造正規化処理部（２２４）を備え
ている。
このうち、高周波数成分除去処理部（２２１）については、同処理を行うことが好まし
いが、入力される系列データによっては必ずしも備えなくてもよい。
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【００３３】
以上の構成を備えた本装置（１）によって、図３に示す処理フローチャートによって系
列データ間の類似性を検査する。
（不正処理結果検知処理：Ｓ１０）
まず、不正処理結果検知部（２０）が、第１のソフトウェアによるネットワーク上での
ＩＰアドレスのスキャンを検知する。該不正処理結果検知部（２０）の動作としては、例
えば実験用に閉じられたネットワーク空間において、仮想的に複数のコンピュータからな
るネットワークを設け、検体として収集してあるマルウェアを実験的に実行処理させてみ
る。そして、その際のマルウェアの挙動のうち、ネットワーク内でパケットを送信する宛
先ＩＰアドレスの遷移を抽出する。
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本処理により、既知のマルウェアがパケットを送信する際の宛先ＩＰアドレスの系列デ
ータを得て、ハードディスク（１３）に格納する。
【００３４】
（離散フーリエ変換処理：Ｓ１１）
このようにして得られた宛先ＩＰアドレスを時系列でグラフに表すと、図４の（Ａ）の
ようになる。グラフに示されるように、周期的に小さなアドレスから大きなアドレスまで
順にスキャンしていく様子が分かる。同グラフにおいてＹ軸はＩＰアドレスの値を表し、
入力される系列データからは時間成分を取り除いているため、Ｘ軸は時間ではなく単純に
パケットの到着順を表している。
【００３５】
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一般にマルウェアがスキャンを行う際には標的とするネットワークに対して、一定の方
法で宛先ＩＰアドレスを変動させながらパケットを送信する。その変動パターンはマルウ
ェアが持つスキャンエンジン毎に大きく異なり、アドレス値を１つずつ単純増加させるも
のや、任意のタイミングでアドレス値を大きくずらすもの、あるいはランダムにアドレス
値を決定するものなどがある。
【００３６】
このような特徴を捉えるためのアルゴリズムとして本発明ではスペクトラム解析を用い
ることを提案し、宛先ＩＰアドレスの遷移を信号波形として捉えてフーリエ変換を施すこ
ととした。
抽出された周波数成分を用いて、他のスキャンとの類似性を評価する。
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【００３７】
ここで、離散フーリエ変換とは離散群上のフーリエ変換であり、コンピュータによって
高速に計算できることが周知である。離散フーリエ変換をコンピュータ上で行う方法は、
高速フーリエ変換（ＦＦＴ）としてさまざまなアルゴリズムが提案されているが、最も基
本的なものは、Cooley‑Tukey型FFTアルゴリズムと呼ばれ、非特許文献５に開示されるも
のが知られている。
【００３８】
【非特許文献５】J.W.Cooley and J.W.Tukey: Math. of Comput. 19 (1965) 297.
【００３９】
離散フーリエ変換処理部（２２０）ではこのような周知のアルゴリズムを任意に用いて

40

、図４（Ａ）のような入力された系列データを周波数成分に分解する。これによって得ら
れたスペクトラムが、図４の（Ｂ）に示されるグラフである。
該スペクトラムでは、Ｘ軸が周波数を、Ｙ軸が周波数成分の強度を表していることにな
る。（なお入力する時系列が時間ではなく到着順であるため、厳密な意味での周波数とは
異なるが、本発明においては影響しないため、以下でもこの表現により説明する。）
【００４０】
本方法は次のような利点がある。
まず、フーリエ変換は直流成分を無視することで一連の系列データの中での相対的なア
ドレス値の変動を捉えることができる。すなわち、スキャン対象となるアドレス帯の大小
にかかわらず、元の信号波形同士に類似性が見られるならば、それを検出することが可能
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である。
【００４１】
また、一般にフーリエ変換によって得られたスペクトラムから強度の高い成分のみを抽
出し、それらの成分に対して逆フーリエ変換を施した場合に、元の信号を高い水準で復元
できることが知られている。（図４の（Ｃ）を参照）。
この特性を利用して宛先ＩＰアドレスの系列データから、アドレス遷移を特徴づける支
配的な要素を一定の数だけ抜き出して使用することができる。これにより、攻撃元ホスト
から到達したパケット数の大小に関わらず、一定の要素数を用いた類似性の検証を行うこ
とが可能となる。
【００４２】
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さらに、フーリエ変換によって得られるスペクトラムでは、パケット到達順序の入れ違
いといった軽微な特徴は高周波数帯域に表れる。よってフーリエ変換を行った後に一定の
高周波数帯域の要素を除去することで、ネットワーク状態の悪化によるパケット到達順序
の入れ違いやパケットロスの影響を吸収することが可能となる。
【００４３】
（高周波数成分除去処理：Ｓ１２）
このようなフーリエ変換の利点を利用して、図５に示すように、高周波数成分除去処理
部（２２１）では所定の閾値Ａにより、それより高い周波数成分を除去する。すなわち図
５のグラフにおける右側の信号は利用しない。
上記した通り、パケット到達順序の入れ違いやパケットロスといった軽微な特徴は高周
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波数帯に表れる。よって本実施例では、ネットワーク状況によってもたらされるスキャン
パターンへの影響を抑えるため、スペクトラム中の高周波数帯域の除去を行っている。
【００４４】
（出現位置系列取得処理：Ｓ１３）
次に、出現位置系列取得部（２２２）において、高レベルスペクトルの閾値Ｂ（図５）
により、所定の閾値を超える周波数強度を持つ要素のみを抽出する。これにより比較対象
とする要素数を削減することできる。
【００４５】
そして、これより先の処理においては、周波数強度(Ｙ軸)ではなく、高周波数成分除去
処理（Ｓ１２）と出現位置系列取得処理（Ｓ１３）で選択されたスペクトルの出現位置（
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Ｘ軸）（以下、この値をインデックス値と呼ぶ。）の系列（Ｉ）を用いて相関係数の導出
処理を行う。
【００４６】
本処理（Ｓ１３）により、図４に示すＢのスペクトラムから、支配的なインデックス値
を取得することができる。例えば、図示するように
{1,2,4,9,10,13,15,18,・・・}
のようなインデックス値の系列が得られる。
【００４７】
（出現位置値正規化処理：Ｓ１４）
調波構造の抽出本来は同一のスキャンパターンであっても、観測点のネットワーク条件
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の違いにより採取されるパケット数が大きく異なる場合がある。例えばホスト(A)からの
スキャンが３周期分の変動をしたのに対して、ホスト(B)からのスキャンは１周期分しか
採取されなかった場合が考えられる。
また、ホスト(A)からのパケットの全てが観測地点に到達するのに対し、ホスト(B)から
のパケットは２つに１つしか到達しなかった場合にはホスト(B)の周期はホスト(A)の2分
の1となる。
【００４８】
このような条件の違いを補うため、調波構造を維持したまま基本周波数を取り除く必要
がある。これは言い換えれば、スペクトラムにおけるＸ軸のスケールをそれぞれのサンプ
ル数に合わせて正規化する処理であると言える。
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この処理は、上記処理で得られたスペクトラムのうちもっとも強度の高いスペクトルの
インデックス値(Ip) で全てのスペクトルのインデックス値(Ii) を除算し、正規化された
個々のインデックス値(Ni)を得ることで実現する。
【００４９】
すなわち、出現位置値正規化処理部（２２３）では、次式（数１）によりインデックス
値を正規化する。
（数１）
Ni = Ii (1)Ip
10
以降の処理では、この正規化されたインデックス値の系列Nを用いる。
【００５０】
（調波構造正規化処理：Ｓ１５）
インデックス値の系列Nでは、最初の段階でモニタリングされたスキャンパケットの数
によって、インデックス値の取り得る値が大きく異なっている。これにより一つのインデ
ックス値が持つ重みも異なってしまうため、そのまま相関係数を求めた場合には不正確な
結果が算出される可能性がある。
そこで調波構造正規化処理部（２２４）では以下のように、ホスト毎に異なるインデッ
クス値の重みを標準偏差を用いて正規化する。
【００５１】
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まず、n個の要素を持つ系列Nが与えられたとき、その平均値をMとすると、標準偏差SDN
は次式（数２）によって得られる。
【００５２】
【数２】

30
【００５３】
そしてこの標準偏差SDNをもとに、各要素の基準値Siは以下の式（数３）によって求め
られる。
【００５４】
【数３】
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以降の処理は、この正規化されたインデックス値の系列Sを用いて行う。
【００５５】
以上、離散フーリエ変換処理（Ｓ１１）ないし、調波構造正規化処理（Ｓ１５）までが
本発明に係る系列データ変換処理の詳細な内容である。
次に、本発明では同様の処理を広域ネットワーク上におけるインシデントの解析結果に
対して用いる。
【００５６】
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（検査対象処理結果検知処理：Ｓ２０）
すなわち、ＣＰＵ（１０）の検査対象処理結果検知部（２１）が、例えばダークネット
(darknet)と呼ばれる、実際には使用されていないＩＰアドレス領域に対して送信される
パケットをネットワーク上で検知し、その宛先ＩＰアドレスの遷移を抽出する。
【００５７】
このようなＩＰアドレスに向けたパケットは規則に準じたホストに向けたものではない
から、設定ミスか、ワームによるスキャン、探索、後方散乱メールなどの悪意による処理
と考えられる。このような不正処理は、送信元ＩＰアドレスが偽られている場合も多い。
抽出された宛先ＩＰアドレスの系列データはハードディスク（１３）に格納される。
【００５８】

10

そして、この系列データに対して、離散フーリエ変換処理（Ｓ２１）、高周波数成分除
去処理（Ｓ２２）、出現位置系列取得処理（Ｓ２３）、出現位置値正規化処理（Ｓ２４）
、調波構造正規化処理（Ｓ２５）を順次行う。該処理内容は、上記と全く同様であるので
、説明を省略する。
【００５９】
（データ整形処理：Ｓ１６，Ｓ２６）
これまでの一連の手続きにより、個々の系列に対して要素数の削減やスケール合わせの
ための正規化処理が済んだ。これにより初めて他のデータとの比較を行えるようになった
が、実際に相関分析を行う前に、比較対象である２つの系列の同期と系列長を整える必要
がある。データ整形部（２３）では以下の処理を行う。
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【００６０】
ここではまず、２つの系列の同期を基本周波数（もっとも強度の大きい周波数成分）の
インデックスを軸として揃える。さらに、系列長の違いを埋めるため、ずれた要素に対し
てZero‑Padding処理、すなわち各要素に数値０を代入する処理を行う。
以上の手続きによって、２つの系列の同期と長さが整い、適正な相関処理が行えるよう
になる。図３では各系列データに対してデータ整形処理を行っている場合を図示している
が、本処理はどちらか一方を他方の系列データに揃える処理でもよい。
【００６１】
（相関関数算出処理：Ｓ３０）
最後に、相関係数算出部（２４）の演算処理によって、正規化された２つの系列SαとS
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βの相関係数Cαβを以下の式（数４）を用いて求める。
【００６２】
【数４】

【００６３】

40

最終的に導出される相関係数は、‑1から1の間の値をとり、相関性の高い２つの系列ほ
ど相関係数は１に近づき、相関性の低い系列の相関係数は‑1に近づくという特徴を持つ。
なお、ここで用いている相関関数は周知の相関関数を任意に用いることができ、上記は
その一例である。
【００６４】
（出力処理：Ｓ３１）
本装置（１）は出力部（２５）から、該相関係数を出力することにより、最初に入力し
た２つの系列データ間の類似度を出力することができる。出力の態様としては、ネットワ
ークアダプタ（１４）から他のコンピュータに結果を送信してもよいし、モニタから出力
したり、ハードディスク（１３）に格納してもよい。
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また、複数のマルウェアとの類似度を検査して、その一覧表をレポートとして出力して
もよい。
相関係数のように実数で出力せず、所定の閾値を用いて、「相関がある」「相関がない
」の２値で出力してもよい。
【００６５】
本実施例の構成は以上の通りであるが、マルウェアの特徴はスキャンパケットの宛先Ｉ
Ｐアドレスだけでなく、攻撃元および攻撃先のポート番号やパケット送出タイミングなど
にも表れると考えられる。
よって不正処理結果検知部（２０）や検査対象処理結果検知部（２１）でこれらの系列
データを抽出して適用することで、より多面的なマルウェアの識別が行うこともできる。
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これらの抽出方法は、公知の技術を適宜用いることができる。
【００６６】
本発明では、相関分析を行うことを前提として個々のホストのネットワーク的挙動を分
析する技術を提案した。この方法によって従来技術の問題であった次の諸点につき解決し
た。
【００６７】
(a)

宛先ＩＰアドレス帯の位置に依存しない

観測地点に割り当てられるＩＰアドレス帯は適度に散らばっている。複数のセンサにお
いて同一ホストからのスキャンパケットが観測されることが保証されないため、宛先ＩＰ
アドレス帯の位置に依存しない手法を実現した。
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【００６８】
(b)

サンプル数が異なるデータ同士を比較できる

観測地点に割り当てられたＩＰアドレスの個数は一定ではなく、サブネット長が/24 の
ものから/16や/8 のものまでさまざまである。観測アドレス数が異なると、単一のホスト
から採取できるパケット数も大きく変動する。本発明ではパケット数が異なっても比較を
可能にした。
【００６９】
(c)

パケットロス・パケット到達順序の入れ違いを吸収できる

攻撃元ホストとの間のネットワーク状態の悪化により、パケットロスが発生したり、パ
ケットの到達順序が頻繁に入れ替わることが知られている。本発明は、これらの軽微な特

30

徴を吸収した上で、相関分析を可能にした。
【００７０】
（別実施例）
本発明は、上記ネットワークのインシデントに係る系列データにとどまらず、任意の系
列データに対して適用することが可能であり、特に、系列データの値域が異なるもの、系
列データの要素数が異なるもの、系列の要素に多少の入れ替わりが生じるもの、などの系
列データに適用すると好適である。
【００７１】
（マルウェア特定システムへの適用）
本件出願人らにより、図６に示すシステムが提案されている。
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同図において、まず広域ネットワーク（６０）に複数設けたセンサー（６１）で上記し
たダークネットに対するパケットなどを検知し、マクロ解析器（６２）に入力する。マク
ロ解析の結果はデータベース（６３）に格納される。
【００７２】
一方、ネットワーク（６４）上で、キャプチャ（６５）によって多数のマルウェア検体
を採集し、ミクロ解析器（６６）によりその静的、動的な性質を解析する。その解析結果
もデータベース（６７）に格納する。
【００７３】
このように、実際にインシデントを発生させているマルウェアをマクロ解析器によって
マクロ的に解析すると共に、検体を解析してマルウェアのミクロ的な解析を行い、それぞ
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れのデータベースから相関分析器（６８）で相関分析を行うことが考えられている。
【００７４】
相関分析の結果はデータベース（６９）に格納されて、さまざまな出力方法によるイン
シデントハンドリングシステム（７０）を介してユーザ（７１）に通知されたり、レポー
ト（７２）として出力されたりする。
【００７５】
このシステムに対して、本発明を適用し、マクロ解析器（６２）に検査対象処理結果検
知部（２１）を、ミクロ解析器（６６）に不正処理結果検知部（２０）を備えて、それぞ
れの挙動を検出すると共に、その結果を系列データ変換処理部（２２）、データ整形部（
２３）、相関係数算出部（２４）を備えた相関分析器（６８）において相関分析してもよ
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い。
【００７６】
従来、マクロ解析とミクロ解析の結果を融合することが技術的に困難であったが、本発
明の方法を適用することによって、これが実現され、広域ネットワークで生じているイン
シデントの原因を高速、的確に特定することができる。
【００７７】
（実験例）
本発明方法の評価実験を示す。ここでは、(1)同一の系列同士を比較した際に最大の相
関係数が得られること。(2)外形が近いスキャンパターンを持つ系列同士を比較した場合
にも高い相関係数が得られること。(3)サンプル数が異なる場合でも相関係数を導出する

20

ことができること。(4)対象とするアドレス帯が異なる場合でも相関係数を導出すること
ができること。（５）全く異なるスキャンパターンの場合の５項目について検証を行う。
【００７８】
(1) 同一の系列同士の比較（図７）
まず始めに、あるホストからのスキャンパターンと全く同一のデータを用意し、これら
２つの系列を本装置（１）に入力することで相関係数の導出を行った。結果は図７に示す
とおり、相関係数が1.00となり、期待通りに最大の値を得ることが出来た。なお、図中で
は２つのホストからのスキャンパターンを表しているが、重なっているため１本の線に見
えている。
また、図は上から(A)ＩＰアドレスの遷移、（B）スペクトラム、（C）相関係数を示し
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ている。以下も同様である。
【００７９】
(2) 外形が近いスキャンパターンを持つ系列同士の比較（図８）
次に、スキャンパターンが外形的に似ていると判断できる２つの系列を用意し、これら
を本装置（１）に入力し、相関係数を求めた。結果は図８のとおり、相関係数は0.98 と
なり、外形が近いスキャンパターン同士の類似性の高さを確認することが出来た。
【００８０】
(3) サンプル数が異なる系列同士の比較（図９）
ケース(1)で用いた２つの系列データの一方のスキャンパケットを１／４周期にした上
で、これらのデータに対して相関分析を行った。このような系列同士の比較でも高い相関
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性が得られることが期待される。結果は図４に示すとおり、相関係数は0.87となり、この
ケースにおいても十分な効果を得ることが出来た。
【００８１】
(4) アドレス帯が異なるスキャン同士の比較（図１０）
スキャン対象となるアドレス帯が異なりながらも、アドレス値の遷移が類似している２
つの系列データを用意し、これらを用いて相関分析を行った。この場合においても、高
い相関係数が得られることが期待される。結果は図１０に示すとおり、相関係数が0.96と
なり、一定の相関性の高さを示すことが出来た。
【００８２】
(5) 外形が全く異なるスキャンパターンを持つ系列同士の比較（図１１）
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最後に、異なる２種類のマルウェアによるスキャンパターンをもつ系列データを入力し
たときの結果を示す。この場合には当然に低い値が出力されなければならない。
実験の結果、このときの相関係数は０．０８となり、顕著に低い値を得ることができ、
本発明の効果が確認された。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明に係る類似性検査装置の構成図である。
【図２】本発明に係る系列データ変換処理部の構成図である。
【図３】本発明に係る類似性検査方法の処理フローチャートである。
【図４】本発明に係る離散フーリエ変換の説明図である。
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【図５】スペクトラムから閾値を用いてデータを抽出する処理の説明図である。
【図６】マルウェア特定システムの構成図である。
【図７】本発明に係る実験例（１）における実験データである。
【図８】本発明に係る実験例（２）における実験データである。
【図９】本発明に係る実験例（３）における実験データである。
【図１０】本発明に係る実験例（４）における実験データである。
【図１１】本発明に係る実験例（５）における実験データである。
【符号の説明】
【００８４】
１

類似性検査装置

１０

ＣＰＵ

１１

メモリ

１２

キーボード・マウス

１３

ハードディスク

１４

ネットワークアダプタ

２０

不正処理結果検知部

２１

検査対象処理結果検知部

２２

系列データ変換処理部

２３

データ整形部

２４

相関係数算出部

２５

出力部
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【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図９】

【図１１】
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