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広域異常トラヒック検知・制御システムの研究開発

概　要

ISP（ Internet Service Provider）

規模のネットワークにおいてDDoS

（ Distributed Denial of Service）

攻撃を含む異常トラヒックを監視する

システムを紹介します．本稿で紹介す

る技術は，ネットワーク機器・監視装

置間でのトラヒック情報伝達の共通形

式としてNetFlow形式（表）とsFlow

形式（パケットのカプセル化）を採用し

ています．以後の文中にて，NetFlow

形式もしくはsFlow形式のトラヒック

情報をフローデータと呼ぶことにします．

本稿では４つの技術を紹介します．

最初に，ネットワーク全体を毎日，定

常的に監視し続ける技術として，次の

３つの技術を紹介します．

① フローデータを圧縮することでフ

ローデータ量を軽減する「フロー

メディエータ」

② フローデータと別途取得する網

構成情報や経路情報とを突合す

ることで異常トラヒックの発生個

所を迅速に特定できる監視装置の

一種である「Nail-mx」

③ 監視装置で監視している数値

データを時系列解析することで動

的にしきい値を設定して異常を検

出するエンジンである「TLD

（Traffic Leap/sLump Detection）」

フローメディエータとNai l -mxは

NetFlow形式を採用しています．

最後に，上述のネットワークを定常

的に監視し続ける技術とは別に，それ

らを補完する技術として，必要に応じ

てネットワークを部分的に詳しく監視

する次の技術を紹介します．

④ 条件指定したパケットについて

のみsFlow形式のフローデータを

取り出すことのできる「選択的

sFlow機能付きルータ」

大規模ネットワークの監視でもっと

も難しい課題はトラヒックが多すぎて

計算処理できないことです．本稿で紹

介する技術は，処理しなければならな

いフローデータ量を減らす仕組みと，

情報の処理能力を向上させる仕組み，

両面でこの課題の解決に取り組みます．

フローメディエータ

ネットワークを流れるパケットからフ

ローデータを取り出す機能を持つ装置

をフローエクスポータと称します．一

般的に，バックボーンに位置するルー

タ・プローブ装置がフローエクスポー

タに相当します．一方，フローデータ

を収集する装置をフローコレクタと称

します．後述するNail-mxがフローコ

レクタに相当します．フローメディエー

タはこれらフローエクスポータとフロー

コレクタの中間に介在する装置です

（図１）．フローメディエータの出力形

式はその入力形式と同じNetFlow形

式です．フローメディエータどうしを縦

列接続して使用する場合もあります．

主な機能は圧縮することでフローデー

タ量を減らす集約機能です．

集約機能はフローコレクタにおける

統計処理の準備作業を代行します．例

えば，IPアドレスXのサーバとIPアド

レスYのクライアント端末との間で
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表　NetFlow形式

ID フィールド名
1 IN_BYTES
2 IN_PKTS
4 PROTOCOL
5 TOS
6 TCP_FLAGS
7 L4_SRC_PORT
8 IPV4_SRC_ADDR
9 SRC_MASK
10 INPUT_SNMP
11 L4_DST_PORT
12 IPV4_DST_ADDR
13 DST_MASK
14 OUTPUT_SNMP
15 IPV4_NEXT_HOP
21 LAST_SWITCHED
22 FIRST_SWITCHED
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HTTP通信を実施したと仮定します．

サーバはポート番号80を使用し，クラ

イアント端末はポート番号52 096と

52 097の２つを使用したとします．ポー

ト番号52  0 9 6を使用した通信では

1 000 byteのデータが，一方，ポート

番号52 097を使用した通信では2 000

byteのデータがサーバからクライアン

トへ送信されたとします．この場合，

NetFlow形式では２つのフローデータ

（「IPアドレスXのポート番号80→IPア

ドレスYのポート番号52 096，転送量

1 000 byte」と「IPアドレスXのポー

ト番号80→IPアドレスYのポート番号

52 097，転送量2 000 byte」）が生

成されます．フローメディエータはこの

２つのフローデータを１つのフローデー

タ（「IPアドレスXのポート番号80→IP

アドレスYのポート番号any，転送量

3 000 byte」）へと圧縮できます．フ

ローメディエータはNetFlow形式フ

ローデータの共通する属性をキーとし

てパケット数・フロー数・バイト数を

合算することでフローデータを圧縮し

ます．着目するキー属性は設定でき

ます．

我々の試算では，バックボーンを流

れるトラヒック量が440 Gbit/s程度の

比較的大規模なISPでもフローメディ

エータを10台程度配置すればネット

ワーク全体を監視することが可能と考

えています（1）．

Nail-mx

Nail-mxはフローエクスポータやフ

ローメディエータから出力されるフロー

データを収集して統計処理するフロー

コレクタの一種であり，トラヒックの量

的な監視装置です．Nail-mxは，ネッ

トワークの広域監視を主目的としてい

て，疑わしきを含めて異常トラヒック

（特に，DDoS攻撃などの量的変化）

の予兆を迅速に検出する異常トラヒッ

ク対処の流れの中で初動部分を担って

います．従来のMIB/SNMPのインタ

フェースごとのカウンタ値によるトラ

ヒック監視と比べて，トラヒックをプ

図１　フローメディエータ，Nail-mx，TLD，それぞれの位置付け 
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ロトコル種別やIPアドレスなどさまざ

まな単位に分割して監視できます．

Nail-mxの最大の特徴は収集したト

ラヒック情報１つひとつについて，

SNMPで自動取得するインタフェース

MIB情報やBGPで取得する経路情報

と突合することで送信先ルータ（BGP

Next-Hop相当）を割り出せることで

す（図２）．フローデータの提供元ルー

タは送信元ルータと見なすことができ，

図３の縦軸，横軸それぞれを送信元

ルータ，送信先ルータとするトラヒッ

ク交流状況（ルータマトリクス）を解

析，表示することができます．さらに，

各POPに属するルータを情報として与

えることで図４の縦軸，横軸それぞれ

を送信元POP，送信先POPとするト

ラヒック交流状況（POPマトリクス）

を解析，表示できます．図３や図４で

はトラヒック流量を色の違いと数値で

表示しています．100台のルータでネッ

トワークが構成されている場合，図３

のルータマトリクスのセル数は100台の

２乗＝１万個になります．バックボー

ンを流れるトラヒック量が１Tbit/s程

度の比較的大規模なISPでも,１Tbit/s

を１万個に分割して100 Mbit/s前後

の単位でトラヒックを監視することが

でき，比較的小さな変化も検出するこ

とができます．また，網構成を考慮し

つつトラヒックを分割監視することで，

異常トラヒック発生時の影響範囲を特

定したり，また，異常トラヒックの原

因らしき個所の候補をピックアップし

て分析装置に解析を依頼できます．

図３や図４の１つひとつのセルをク

リックすると図５のようなトラヒック

量の経時変化グラフを見ることもでき

ます．１日分の変化だけでなく１年分

の変化も表示できます．サーバの性能

や設定に依存しますが，数年分のデー

タを保持することも可能です．Nailは

IPv4，IPv6，MPLS-VPNに対応し

ています．

T L D

TLDはNail-mx等の監視装置で監

視しているトラヒック量を時系列解析

することで動的にしきい値を設定して

異常トラヒックを検出します．図６に

示すスパイク形状のトラヒックの増減，

または矩形状（もしくは階段形状）の

トラヒック増減など，トラヒックの急

激な変化を検出します．

TLDの特徴は，アルゴリズムをシン

プルにすることで処理速度を飛躍的に

向上させたことです．たくさんの種類

図４　POPマトリクス 
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図３　ルータマトリクス 

bit/s
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のトラヒック量を個別に監視すること

ができます．100台のルータから構成

されるネットワークをNail-mxで監視

する場合，図３のルータマトリクスに

て１万個のセル＝１万種類のトラヒッ

ク量を監視する処理能力を要求されま

す．TLDは一般的なPC上でそれを大

きく上回る10万種類のトラヒック量を

オンライン解析できます．

TLDの動作原理を図７，８に示しま

す．図６にて隣り合う時点のトラヒッ

ク量の階差（絶対値）を計算すると図

７になります．さらに，図７において

階差を周辺の時点の階差の平均で割る

と図８になり，急激な変化が際立ちま

す．TLDは誤検出のノイズ成分を取り

除きつつ，急激な変化点を際立たせる

ことで異常トラヒックを検出します．

固定しきい値による監視とは異なり，

TLDでは複数種類のトラヒック量ごと

にオペレータによる手動設定の必要が

ありません．また，監視間隔５分の換

算で約半日～１日分のデータがあれば

トラヒック量の時系列を学習でき，即

座に異常検出をスタートさせることが

できます．

選択的sFlow機能付きルータ

選択的sFlow機能とはフローエクス

ポータの機能の１つです．ルータ内部

を流れるパケットのうち，条件指定に

合致したパケットのみからsFlow形

式フローデータを取り出す機能です．

ルータがもともと備えているフィルタ機

能を共有・転用し，条件指定します．

複数のフィルタが設定可能であり，ま

た，個々のフィルタへ個別のサンプリ

ングレートも設定できます．市販ルー

タの10 Gbit/sインタフェース上でハー

ドウェアを試作しています（図９）．一

般的に，ルータのフローデータ生成能

図５　Nail-mxの経時変化グラフ 
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力はそのルーチング能力と比べて劣っ

ています．ルータ内部を流れるすべて

のパケットからフローデータを取り出す

ことは困難です．選択的sFlow機能で

は，処理すべきパケット数を減らすこ

とでルータのフローデータ生成負荷を

軽減しています．図９の試作物では，

さらにハードウェア（ネットワークプロ

セッサ）を増強することでフローデー

タ生成能力をも従来比で約10倍に増

強しています．

選択的sFlow機能を用いることで，

必要に応じてネットワークを部分的に

詳しく監視することができます．例え

ば，量の多いP2Pトラヒックには

1/10 000のサンプリングレートを設定

する一方で，量の少ないSMTPトラ

ヒックには1/1のサンプリングレートを

設定することができます．大規模なト

ラヒックでは，一律に荒いサンプリン

グレートを設定すると小さなフローを

見逃してしまうが，一律に細かいサン

プリングレートを設定するとフローエク

スポータやフローコレクタがフローデー

タを処理しきれないというジレンマが発

生します．選択的sFlow機能はこのジ

レンマを，必要でない情報を捨てつつ，

必要な情報を詳細に取り出すという方

法で解決しています．また，ネットワー

クプロセッサでハードウェアアシストす

ることでバックボーンにて1/1のサンプ

リングレートでVoIP音声品質監視す

る能力を十分に有します．

今後の取り組み

今後もさらに監視規模を拡大すべ

く，性能向上を目指します．また，既

存のネットワーク管理システムとの連

携を視野に，機能拡張を図る予定です．
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図９　選択的sFlow機能付きルータ 

図８　TLD内部処理結果 
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