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ダークネットを用いた新たなサイバー攻撃傾向の変化検出

今永 大遥1 大谷 誠1 堀 良彰1 田中 久治1

概要：情報通信技術の進歩と普及により，サイバー攻撃は高度化かつ多様化している．サイバー攻撃によ
る被害は年々増え続けており，新たな攻撃の発生や変化を迅速に検知することが重要となっている．そこ

で，本研究では，サイバー攻撃の初期段階として行われるポートスキャンなどの不特定多数を対象とした

攻撃に着目し，ダークネットを用いて新たなサイバー攻撃傾向の変化を検出する．1時間毎に得られる時

系列データに ChangeFinderとボリンジャーバンドを適用することでサイバー攻撃の急激な変化を捉える

手法を提案する．さらに佐賀大学ダークネット観測網で得られたデータに対して，提案手法を適用した結

果を報告する．

キーワード：ネットワークセキュリティ，トラフィック解析/管理，不正検出，異常検出

Detection of new cyber attack trend change using darknet

Abstract: Due to progress and spread of information communication technology, cyber attacks are becom-
ing sophisticated and diversified. The damage caused by cyber attacks continues to increase year by year,
and it is important to quickly detect the occurrence and change of new attacks. Therefore, in this research,
we focus on attacks targeting unspecified majority such as port scan done as an early stage of cyber attack
and detect new cyber attack trend change using darknet. We propose a method to capture the sudden change
of cyber attack by applying ChangeFinder and Bollinger Band to time series data obtained every hour. In
addition, we report the result of applying the proposed method to the data obtained by the Saga University
darknet observation network.

Keywords: Network security, traffic analysis / management, fraud detection , abnormality detection

1. はじめに

近年，情報通信技術の急激な進歩に伴って，サイバー攻

撃の高度化かつ多様化が進んでいる．ゼロデイ攻撃のよう

なシグネチャでは捉えられない未知の攻撃の発生や従来の

攻撃の規模の拡大などサイバー攻撃によるインシデントは

日々発生し続けている．また，情報通信技術が研究機関や

企業だけでなく，一般市民の生活まで幅広く普及・浸透し

たことによりサイバー攻撃の脅威はより身近なものとなっ

ている．サイバー攻撃は年々増え続けており [1]，その内容

も深刻なものとなっている．サイバー攻撃の被害を減らす

ためには，発生しているサイバー攻撃のインシデントに対

して，いかに迅速に対応するかが重要である．

そこで，本研究ではダークネットを用いた新たなサイバー
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攻撃傾向の変化を検出する手法を提案する．具体的には，

サイバー攻撃の初期段階として行われるポートスキャンな

どの不特定多数を対象とした攻撃に着目し，攻撃の急激な変

化をChangeFinder[2]とボリンジャーバンド [3]を組み合わ

せることによって検出する．ChangeFinderは，時系列デー

タの変化の度合いをスコアとして算出することができる手

法である．時系列データの変化が大きい程，ChangeFinder

で算出されるスコアも大きくなる．この ChangeFinderで

算出されたスコアに対して，移動平均と標準偏差を利用す

るボリンジャーバンドという理論を適用して，スコアが大

きい場合に攻撃傾向が変化したとして検出している．変化

が大きい程，スコアが大きくなることから，ChangeFinder

とボリンジャーバンドを組み合わせることによって変化を

検出することができる．詳しい説明については，4節に記

載する．なお，本研究では，GitHubにオープンソースと

して公開されている ChangeFinderライブラリ（Python）
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[4]を用いている．サイバー攻撃傾向の変化を捉えること

でサイバー攻撃の発生や規模の変化の発見につながり，発

見が早ければ早い程，サイバー攻撃に対する迅速な対応へ

とつながると考えている．

また，本研究では，変化検出する際の時系列データを 2

種類用意した．具体的には，各ポート番号に対してスキャ

ン回数に着目した変化検出と各ポート番号に対して攻撃者

数に着目した変化検出を行った．変化検出を行った結果，

スキャン回数または攻撃者数の片方のみで変化が起きてい

る事象が確認されており，その場合は片方のみで変化検出

されている．詳しい検出結果については，5節で述べる．

同じ通信データの中から複数の違う情報に着目して変化検

出を行うことで，検出見逃しの低減が期待できる．

2. 関連研究

ChangeFinderを利用した研究としては，山村氏らの研

究 [5]が挙げられる．山村氏らの研究では，ハニーポット

を用いてデータを収集しており，固定値による閾値を設定

し変化点の検出を行っている．

本研究では，サイバー攻撃の傾向を捉えるために攻撃の

初期段階として行われるポートスキャンなどの不特定多

数を対象とした攻撃に着目し，ダークネットを用いてデー

タの収集を行った．また，ボリンジャーバンドによって，

ChangeFinderのスコア全体の変動に合わせて変化する閾

値（以下，検出ラインとする）を設定した．

3. ダークネットと分析対象の選択

3.1 ダークネット

ダークネットとは，インターネット上で使用されていな

い IPアドレス空間のことである．本来，使用されていな

い IPアドレス空間であるダークネットには通信が来ない

ことが想定されるが，不特定多数に対する通信が行われて

いる場合，ダークネットにも通信が送信される場合がある．

このことを利用して，サイバー攻撃の初期段階として行わ

れるポートスキャンなどの不特定多数を対象とした攻撃を

ダークネット観測網によって効率的に収集することができ

る．つまり，ダークネットではない観測網の場合は観測し

た通信の中から不特定多数に対するサイバー攻撃の通信と

それ以外の通信（正常な通信や標的型のサイバー攻撃など）

に分ける必要があるが，ダークネット観測網の場合は分け

る必要がなく，効率的なデータ収集が実現できる．

本研究では分析に用いるデータとして佐賀大学ダーク

ネット観測網によって記録されている通信ログを利用す

る．この通信データから分析に利用するポート番号などの

情報や時系列データを抽出している．抽出された情報や時

系列データに対して，本研究の提案手法を用いてサイバー

攻撃の検出を行い，その結果を踏まえ考察を行う．なお，

佐賀大学ダークネット観測網は，プレフィックス長 24の

規模である．

3.2 分析対象の選択

通信データには，様々な情報が含まれている．そこで，

本研究の「新たなサイバー攻撃傾向の変化を検出する」と

いう目的に適切である情報を考察した．考察の結果，以下

の 2つの条件を設定し，条件を満たすと考えられる情報を

選択した．

(1)どのような脆弱性を標的にしているかの情報

(2)特定の攻撃ではなく，一般的にサイバー攻撃の発生や

規模の拡大・縮小に伴って変化すると考えられる情報

具体的には，条件 (1)を満たす情報としてポート番号，

条件 (2)を満たす情報としてパケット数（以下，スキャン

回数とする）と送信元 IPアドレス数（以下，攻撃者数とす

る）の計 3つの情報を選択した．これらの 3つの情報を用

いて変化の検出を行う．

なお，変化の検出の際に用いる時系列データの収集間隔

は，1時間毎に設定しており，変化検出の判定も 1時間毎

に行っている．

4. 変化検出手法

4.1 ChangeFinder

ChangeFinderの変化点検出アルゴリズムは，山西氏ら

の論文 [2] によって発表されており，参考文献 [6], [7] で

ChangeFinderとして紹介されている．ChangeFinderは，

時系列モデルの 2段階学習によって時系列データの変化点

をスコアとして算出することができる手法である．時系列

データの変化が大きい程，ChangeFinderで算出されるス

コアも大きくなる．ChangeFinderの仕組みについて以下

の Step1～Step3で説明する．

4.1.1 Step1:データ時系列モデルの忘却学習と外れ値の

スコアリング（第 1段階学習）

時系列データの確率モデルとして ARモデルを用いる．

これをオンライン忘却型学習アルゴリズムである SDAR

アルゴリズムによって学習する．学習によって，得られた

確率密度関数の列を｛pt(x) : t = 1, 2, · · ·｝とする．このと
き，pt−1(x)は xt−1 = x1, · · · , xt−1 から学習された確率密

度関数である．各時点 tのデータ xt の外れ値スコアを対

数損失として算出する．

Score(xt) = − log pt−1(xt) (1)

4.1.2 Step2:外れ値のスコアの平滑化

Tを与えられた正数として，平滑化区間 Tの区間を設け

る．平滑化区間 Tをスライドさせることによって Step1で

求めた外れ値スコアに対して，幅 Tの移動平均外れ値スコ

ア時系列｛yt:t=1,2,· · ·｝を計算する．この際に平滑化区間
Tの幅が大きい程，変化を捉えやすくなるが，スコアの上

昇は遅くなる．
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yt =
1

T

t∑
i=t−T+1

Score(xi) (2)

4.1.3 Step3:データ時系列モデルの忘却学習と変化点の

スコアリング（第 2段階学習）

Step2 に よ っ て 得 ら れ た 新 し い 時 系 列 デ ー タ

｛yt:t=1,2,· · ·｝に対して，AR モデルを用いてモデル化

し，再度 SDARアルゴリズムを用いて学習を行う．これに

よって以下の変化点スコアを対数損失として算出する．

Score(t) =
1

T ′

t∑
i=t−T ′+1

(− log qi−1(yi)) (3)

ChangeFinderの Step1の段階では，外れ値と変化点を

区別できないが，Step2で外れ値に対するスコア上昇を軽

減し，Step3で再度学習することによって変化点のみでス

コアが上昇するようになる．

4.2 ボリンジャーバンド

移動平均と標準偏差を用いて，時系列データの異常な値

を捉えることができる統計学の古典的手法である．バンド

幅に収まらない値を異常な値として，移動平均区間 xと標

準偏差を何倍にするかの yを用いて以下の式で表される．

バンド幅 = 区間 xの移動平均±区間 xの標準偏差の y倍

データが正規分布に従うとしたとき，「移動平均±標準偏

差の 1倍」の範囲の中に収まる確率が約 68.3%，「移動平均

±標準偏差の 2倍」の範囲の中に収まる確率が約 95.4%，

「移動平均±標準偏差の 3倍」の範囲の中に収まる確率が

約 99.7%となる．

4.3 提案手法

本研究では，新たなサイバー攻撃傾向の変化を捉える手

法として，ChangeFinderとボリンジャーバンドを組み合

わせる手法を提案する．具体的には，以下の Step1～Step2

で説明する．

4.3.1 Step1:ChangeFinderによる変化点の点数化

調査対象の時系列データ（本研究では，サイバー攻撃）

に対して ChangeFinderを用いて，変化点のスコアリング

を行う．この際，ChangeFinderによって得られたスコア

のデータは，時系列データである．また，変化の度合いが

大きい程，スコアも大きくなる．

4.3.2 Step2:ボリンジャーバンドを用いてスコアの異常

な値を検出

Step1によって得られたスコアの時系列データに対して，

ボリンジャーバンドの「移動平均+標準偏差の 2倍」（バ

ンド上限）を用いることでバンド上限を超えるスコアを異

常なスコアとして検出する．調査対象の時系列データの変

化の度合いが大きい程，スコアが大きくなることから，異

常なスコアとして検出された時点は，調査対象の時系列

データで大きな変化が起きている時点である．したがっ

て，ChangeFinderとボリンジャーバンドを組み合わせる

ことによって，調査対象の時系列データに変化が起こった

際にその変化を検出できる．

5. 提案手法を用いた実験

提案手法を用いて，2016年 4月 1日～2016年 12月 31

日の佐賀大学ダークネット観測網のデータに対して，変化

を検出する実験を行った．

検出結果として，佐賀大学ダークネット観測網によって

得られた観測データの中で顕著な変化が発生した TCP23

番ポート，TCP2323番ポート，TCP7547番ポートの 3つ

のポート番号について示す．本研究の提案手法で急激な変

化を検出できたかについて結果を踏まえて考察を行う．

5.1 過去のデータの学習期間の設定

ボリンジャーバンドは移動平均と標準偏差を用いるた

め検知したい期間より前のデータが必要である．同様に

ChangeFinderにおいても過去のデータを利用してスコア

リングを行うため，検知したい期間より前のデータが必要

となる．そこで，検知したい期間より過去のデータを用意

し，学習期間とした．学習期間および検知期間は，表 1に

示す．

5.2 パラメータの設定

本研究で設定したパラメータは表 2に示している．忘却

率は，過去のデータの影響をどの程度反映するかを表すパ

ラメータである．また，平滑化区間は，大きくする程変化

を捉えやすくなるが検知が遅くなるパラメータである．本

研究では，1時間毎のデータに対して変化検出を行ってい

るため，平滑化区間の 48は，48時間の区間で平滑化をし

ていることを示している．ARモデルの次数は，1次に設

定した．ボリンジャーバンドの移動平均区間は，2週間に

設定した．これは，各時点において 2週間前までのスコア

と比較して，各時点のスコアが異常かどうかを検出してい

ることを表す．

5.3 検出結果

本研究では 1時間毎のデータを分析しているため，検出

時間は 1時間単位となるが，表 3，表 4，表 5では時間を

省略している．例えば，表 3のスキャン回数のみで変化検

出した日に 4月 2日があるが，正確には 4月 2日 15時に

検出している．

図 1，図 2を見るとスキャン回数や攻撃者数の変化が

日々起こっており，その変化に合わせて図 1，図 2のオレ

ンジの線で示されているスコアが ChangeFinderによって

スコアリングされている．灰色の線は，ボリンジャーバン

ドによって求められたスコアの移動平均+標準偏差の 2倍

の検出ラインである．この検出ラインを超えるスコアを検
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表 1 実験データ

Table 1 Experiment data.

実験データの期間

学習期間 2016 年 3 月 1 日～2016 年 12 月 31 日

検知期間 2016 年 4 月 1 日～2016 年 12 月 31 日

表 2 パラメータの設定

Table 2 Setting parameters.

パラメータ 設定値

集計 集計間隔 1 時間毎

忘却率 0.02

ChangeFinder 平滑化区間 48

AR モデル次数 1

ボリンジャーバンド 移動平均区間 2 週間

図 1 TCP23 番ポート スキャン回数

Fig. 1 TCP 23port Number of scans.

出することでサイバー攻撃傾向の変化を捉えることができ

る．図 3，図 4，図 5，図 6においても同様に灰色の検出

ラインを超えるスコアを検出している．

5.3.1 TCP23番ポート

TCP23番ポートにおいては，スキャン回数のみで変化

検出された日が計 19日，攻撃者数のみで変化検出された

日が計 26日であった．両方で変化検出された日は，計 13

日であった．

警察庁の報告 [8]では，5月下旬頃から 23番ポートに対

するアクセスの増加が報告されており，佐賀大学ダーク

ネット観測網においてもスキャン回数および攻撃者数の増

加が観測された．5月下旬頃の増加に対して，スキャン回

数と攻撃者数の両方で 5月 28日～5月 30日に変化が検出

されている（表 3）．警察庁の別の報告 [9]では，9月中旬

頃から 23番ポートのアクセス数の増加が報告されており，

佐賀大学ダークネット観測網においても増加が観測されて

いる．9月中旬頃の増加に対して，スキャン回数において

9月 11日～9月 12日，9月 16日～9月 18日に変化が検出

されている（表 3）．攻撃者数においては，9月 10～9月 11

日，9月 15日～9月 16日に変化が検出されている（表 3）．

図 2 TCP23 番ポート 攻撃者数

Fig. 2 TCP 23port Number of attackers.

表 3 TCP23 番ポート 変化検出した日

Table 3 TCP 23port Date of change detection.

スキャン回数のみ 両方 攻撃者数のみ

4 月 2,3,17,18 10,11,12

5 月 13 14,15,28,29,30 1,2,7,8,9

6 月 19,20 15,16,28

7 月 20,21 19

8 月 14,15 22,23 3

9 月 12,17,18 11,16 10,15

10 月 6,14,15 13,23 8,9,12,29,30

11 月 5 6,7,22,23

12 月 8,9,15 11,12

5.3.2 TCP2323番ポート

TCP2323番ポートにおいては，スキャン回数のみで変

化検出された日が計 21日，攻撃者数のみで変化検出され

た日が計 22日であった．両方で変化検出された日は，計

12日であった．

警察庁の報告 [9]では，9月中旬頃から 2323番ポートの

アクセス数の増加が報告されており，佐賀大学ダークネッ

ト観測網においてもスキャン回数および攻撃者数の増加が

観測された．9月中旬頃の増加に対して，スキャン回数に

おいて 9月 14日～9月 15日に変化を検出している（表 4）．

攻撃者数においては，9月 6日～9月 8日の ChangeFinder

のスコアが高いことによって，検出ラインが高くなったた

め，9月中旬では検出していない．急激な変化が短い期間

で連続した場合，それらの変化を一連の 1 つの変化とし

て捉える場合は，2週間というボリンジャーバンドの区間

で問題ないと考えられる．一方で，短い期間であっても個

別の変化として捉えたい場合は，現在設定しているボリン

ジャーバンドの区間よりも短い区間に設定する必要がある．

5.3.3 TCP7547番ポート

TCP7547番ポートにおいては，スキャン回数のみで変

化検出された日が計 8日，攻撃者数のみで変化検出された

日が計 29日であった．両方で変化検出された日は，計 11

日であった．

JPCERT/CCの報告 [10]では，11月下旬頃に，7547番
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図 3 TCP2323 番ポート スキャン回数

Fig. 3 TCP 2323port Number of scans.

図 4 TCP2323 番ポート 攻撃者数

Fig. 4 TCP 2323port Number of attackers.

表 4 TCP2323 番ポート 変化検出した日

Table 4 TCP 2323port Date of change detection.

スキャン回数のみ 両方 攻撃者数のみ

4 月 1,2,23,24,25 22,27,28

5 月 10,23,24 9 20

6 月 21 19,20 15,16,22,23

7 月 3,17,30,31 18,21,22

8 月 14,15,24,25 9,10

9 月 14,15 7,8 6

10 月 5,6 14,15,23 4,8,9,13,24

11 月

12 月 8,9,10,15 2,3,16

ポートのスキャン回数の増加が報告されており，佐賀大学

ダークネット観測網においてもスキャン回数および攻撃者

数の増加が観測された．11月下旬頃の増加に対して，ス

キャン回数において 11月 27日～11月 28日に変化が検出

されている（表 5）．攻撃者数においては，11月 27～11月

29日に変化が検出されている（表 5）．

5.4 ChangeFinderの平滑化区間変更時の動作検証

ChangeFinderのパラメータである平滑化区間は，大き

くする程検知の時間が遅くなるが，より変化が捉えやすく

なる（参考文献 [6]）．つまり，検出速度と精度のどちらを

図 5 TCP7547 番ポート スキャン回数

Fig. 5 TCP 7547port Number of scans.

図 6 TCP7547 番ポート 攻撃者数

Fig. 6 TCP 7547port Number of attackers.

表 5 TCP7547 番ポート 変化検出した日

Table 5 TCP 7547port Date of change detection.

スキャン回数のみ 両方 攻撃者数のみ

4 月 1,15 14

5 月 23,24,25 5,6 13,14,26,27

6 月 18,19,20 22,23,24

7 月 14 8,21,22

8 月 26 5,6,7,25

9 月 9 8,15,16,22,23,29,30

10 月 24 7 6,14,27,28

11 月 3,4,27,28 11,25,29

12 月

優先させるか状況に応じて，平滑化区間を再設定する可能

性が考えられる．場合によっては，複数用意する可能性も

考えられる．

そこで，平滑化区間を変更した場合の提案手法の動作を

検証する．5.3.1節で説明した 23番ポートのスキャン回数

に対して，平滑化区間以外の条件は変更せず，平滑化区間

のみを変更した際の結果を図 7，図 8に示す．用意した平

滑化区間は，表 6に示す 3種類である．なお，図 7，図 8

の T=48スコアは，表 6に示す平滑化区間=48の場合の

ChangeFinderのスコアである．同様に，T=12スコアは

平滑化区間=12の ChangeFinderのスコア，T=120スコア
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表 6 用意した平滑化区間

Table 6 The prepared smoothing section.

平滑化区間 備考

平滑化区間=12 5.3.1 節より小さい平滑化区間

平滑化区間=48 5.3.1 節と同じ平滑化区間

平滑化区間=120 5.3.1 節より大きい平滑化区間

図 7 TCP23 番ポート 平滑化区間変更時のスコア

Fig. 7 TCP 23port Score at change of smoothing section.

図 8 TCP23 番ポート 平滑化区間変更時のスコアと検出ライン

Fig. 8 TCP 23port Score and detection line when changing the

smoothing section.

は平滑化区間=120の ChangeFinderのスコアである．

図 7，図 8の結果に示す通り，平滑化区間を変更すると

スコア全体の帯域が変わることがわかる．固定値のよる閾

値を検出に用いる場合は，平滑化区間を変更する度に閾

値を再度検討する必要がある．しかし，本研究の提案手法

は，スコアに対してボリンジャーバンドによる閾値を用い

ているため，スコア全体の変動に合わせて検出に用いる閾

値（図 7，図 8では，検出ラインと表記）も変動し，変化

検出ができることがわかった．したがって，検出速度と精

度のどちらを優先させるか状況に応じて，平滑化区間を再

設定した場合や複数の平滑化区間を設定した場合において

も検出に用いる閾値を再検討する必要はない．

5.5 実験結果の考察

急激な変化を ChangeFinderによってスコアリングし，

ボリンジャーバンドを用いることでサイバー攻撃傾向の変

化を検出することができた．

表 3，表 4，表 5の検出結果を見るとスキャン回数また

は攻撃者数の片方のみで変化検出できている期間があるこ

とがわかる．この結果から，1つの視点からではなく，複

数の視点の変化に着目することによって検出見逃しを防ぐ

ことが期待できる．

また，本研究の提案手法は，図 7，図 8の結果から検出

速度と精度のどちらを優先させるか状況に応じて，平滑化

区間を柔軟に変更することができる．

6. おわりに

6.1 まとめ

本研究では，サイバー攻撃の初期段階として行われる

ポートスキャンなどの不特定多数を対象とした攻撃に着

目し，サイバー攻撃傾向の変化を ChangeFinderとボリン

ジャーバンドを組み合わせることによって検出した．サイ

バー攻撃傾向の変化を捉えることでサイバー攻撃の発生や

規模の変化の発見につながり，発見が早ければ早い程，サ

イバー攻撃に対する迅速な対応へとつながると考えている．

検出に用いる分析対象のデータとして，スキャン回数に

着目したデータと攻撃者数に着目したデータの 2つを用意

することで片方のみで起こる変化を捉えることができた．

同じ通信データの中から複数の違う情報を時系列データと

して抽出し，変化検出を行うことで検出見逃しの低減が期

待できる．

また，区間を大きくする程，変化が捉えやすくなり検知

が遅くなる平滑化区間を複数用意し，変更時の動作を検証

した．平滑化区間を変更するとスコア全体の帯域が変わる

が，ボリンジャーバンドを閾値に用いているため，スコア

全体の変動に合わせて閾値も変動し，閾値を再検討するこ

となく変化検出することができた．したがって，提案手法

を用いることで検出速度と精度のどちらを優先させるか状

況に応じて，平滑化区間を柔軟に変更することができる．

6.2 今後の課題

今後の課題としては，誤検出を客観的に判定できるよう

な評価指標を用意することが挙げられる．ChangeFinder

のパラメータやボリンジャーバンドの移動平均区間の設定

がどの程度，検出精度に影響するか検証する必要があると

考えている．未知の攻撃を検出することを考えたとき，過

去のデータを用いた評価が絶対的な指標になるとは限らな

いものの，精度の高いと考えられるパラメータの範囲を絞

る必要はあると考えられる．したがって，変化と外れ値の

境界を定義し，誤検出を判定できる評価指標を用意するこ

とで，変化検出の精度が上がることが期待できる．

謝辞 本研究は JSPS科研費 16K00132 の助成を受けた
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