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は じ め に

近年ビッグデータ技術の関心が高

まっています．多量のデータを扱う

Hadoop＊１のような大規模データ分散

処理基盤やデータウェアハウス＊２製

品，あるいは，機械学習やデータマイ

ニングなどのデータ分析手法などの研

究開発が盛んです．これらのビッグ

データ技術を応用し，通信ネットワー

クに関するデータを分析することで，通

信ネットワークの設備設計，保守運用

に有益な知見を得ることが期待されま

す．近年の通信ネットワークは複雑さ

を増し，また，インターネットが社会

インフラとして定着してきていることと

あいまって，通信ネットワークを流れ

るトラフィックはさらに複雑さを増し

ています．このような通信ネットワー

クに対応するため，データ分析は重要

な役割を果たします．本稿ではNTT

ネットワーク基盤技術研究所で取り組

んでいるビッグデータ技術を応用した

トラフィック分析の研究開発の概要に

ついて紹介します．

ネットワーク管理に用いるデータ

通信ネットワークのオペレーション

に用いるデータには，トラフィックに関

するもの，ネットワーク構成に関する

もの，故障情報に関するもの，その他

さまざまなものがあります（図１）．

トラフィックに関するものにはパケッ

ト数やバイト数があり，これらは回線

単位あるいはフロー単位で計測・収集

することが可能です．回線単位のもの

はMIB（Management Information

Base）情報，フロー単位のものは

Netflow情報を，ルータやスイッチ等

で収集することが可能です．また，パ

ケットキャプチャデータを計測・収集

し，上位レイヤの情報も含めた分析を

行うことで，複雑なネットワークの問

題に対応することも考えられます．

ネットワーク構成に関するものには，
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図１　データ分析によるネットワーク管理 
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ルータ，スイッチ，サーバ等の機器の

接続関係やプロトコル設定情報等があ

ります．機器の接続関係は，オペレー

ションシステムのデータベースや機器の

コンフィグファイル等から収集します．

プロトコル設定情報については，機器

のコンフィグファイルやプロトコルメッ

セージ等から収集することが考えられ

ます．

故障情報に関するものは，機器から

のアラーム情報やログ情報，トラブル

チケットがあります．ログ情報に関し

ては，機器が生成するSyslog＊３メッ

セージがあります．Syslogメッセージ

は非定型であり，ベンダおよび機器ご

とに独自の形式です．Syslogメッセー

ジはデバッグ用に機器が生成するもの

であり，１つの機器から生成される

Syslogメッセージは１日当り数千行

になることもあります．

上記のデータ以外にも，SNSやブロ

グ，その他Web上の情報も通信ネッ

トワークのオペレーションに活用した

り，加入者数の統計情報，気象・天

候，社会現象等の情報も通信ネット

ワークのオペレーションに活用したりす

ることが考えられます．

データ分析事例

保守運用や設備設計への応用に関

する具体的な分析事例を紹介します．

■保守運用への応用（故障の予知・

早期検出）

膨大かつ非定型なデータ（Syslog，

SNS情報等）を分析することにより，

従来のネットワーク監視システムでは

とらえきれなかった故障事象やその要

因の早期検出を実現します．私たち

は，データからネットワーク運用上有

効な情報を抽出するために，機械学習

などの分析技術を活用した故障早期検

出技術の研究開発に取り組んでいます

（図２）．

故障原因を分析したり，故障の予兆

となる情報をいち早く検出するための

技術では，機械学習を用いて同時に発

生するSyslogメッセージを自動で検出

し，その背後にあるネットワークで発

生した事象を把握します（1）．非定型で

ベンダごとに異なるフォーマットの

Syslogメッセージに対応し，ネットワー

クで発生した事象の優先度を付け，可

視化を行うことで，故障分析作業を支

援します．

また，Twitterが短いメッセージを

リアルタイムで発信することができる点

に着目して，お客さまが感じている通

信サービスの状態を迅速に把握するた

めにTwitterデータ分析技術の研究開

発に取り組んでいます（2）．過去の通信

サービス障害の際のTwitterデータを

教師データとして機械学習を行い，識

別器を構成します．構成した識別器を

用いて，リアルタイムでTwitterデー

タを分析することで，お客さまの声や

行動を素早く把握します．コールセン

タで受け付けた情報とも照らし合わせ

て，迅速にサービス回復作業を進める

ことも考えられます．

■保守運用への応用（セキュリティ）

保守運用の中でも，近年セキュリ

ティへの対応が高い関心を集めていま

す．インターネットのセキュリティはボッ

トネット＊４の脅威にさらされているこ

とが認識されています．ボットネットに

アクセスしてマルウェアに感染した端

末は，C＆C（Command&Control：

指令）サーバの指令に従って，DDoS

（Distributed Denial of Service）ア

タックを仕掛けたり，SPAMメールを

送ったり，個人情報を収集したりし

ます．

このようなセキュリティの脅威とな

図２　ビッグデータのネットワーク故障予知・早期検出技術への応用 
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るボットネットへの対応が急務となっ

ています．ユーザ端末がボットネット

へのアクセスを防ぐために，あらかじ

めボットネットの既知のC＆Cサーバを

ブラックリストに登録しておき，それ

らへの通信を試みた場合にはアクセス

を制限します．しかしながら，ボット

ネットは巧妙化しており，絶えず新た

なC＆Cサーバを増やしており，それら

を特定することが難しくなっています．

このようなボットネットの拡大を防ぐ

ため，通信パターンを分析することで，

日々増加しているC＆Cサーバを検出

することが考えられます．私たちは，ブ

ラックリストを日々拡張し，その網羅

性を改善する方法を開発しています

（図３）．

ボットネットのC＆Cサーバにアクセ

スし，マルウェアに感染した端末はほ

かのC＆Cサーバにもアクセスする傾向

が強いという経験則を利用し，通信

パターンを分析することで，未知の

C＆Cサーバを検出する方法を開発し

ました（2）．マルウェアに感染した端末

が既知のC＆Cサーバと同時に未知の

C＆Cサーバとも通信を行いやすい傾向

を利用して，トラフィックデータを分

析し，これらの通信の共起性スコアを

計算し，スコアの高いものをC＆Cサー

バとして検出します．

■設備設計への応用

通信ネットワークで運ばれるトラ

フィックは多様化してきました．さま

ざまなアプリケーションが登場し，ト

ラフィックの性質も複雑となっていま

す．特に映像トラフィックはかなり

のボリュームを占めるようになってき

ており，設備設計上の影響は大きくな

っています．通信ネットワーク上で提

供される映像サービスは，放送型のも

のやVOD（Video On Demand）型

のものがあり，また，Over-the-topと

呼ばれるインターネットによるものも含

めて，多種多様なタイトルのコンテンツ

が用意されています．このような通信

ネットワークにおける通信行動は，従

来の電話網のものとは異なるものとな

り，このような通信行動を理解するこ

とが重要であり，映像視聴行動を分析

して設備設計を行う必要があります（3）．

この際に，気象・天候，社会現象等

の情報も加味して，視聴行動を分析し

ます．

お客さまの通信ネットワークの利用

形態や利用目的は，今後も絶えず変

化し続けることが想定されます．さら

に，ブロードバンドの新しいサービスが

有線・無線に関して提供されてくると，

その需要構造を把握することが適切な

設備設計を行ううえで重要です．加入

者数の統計情報のデータを分析し，S

字型の成長曲線理論を用いて，精度

良く需要予測する技術を研究開発し

ています（4）．

昨今では，通信ネットワーク・通信

サービスを提供する事業者間の構造も

複雑化しており，インターネット接続

サービスを提供するISP（Internet

Service Provider）やインターネット

上でコンテンツを提供するCSP（Con-

tents Service Provider）が共存し

ています．コンテンツ配信のためのイ

ンフラを提供するCDN事業者も共存

しています．これらの事業者はそれぞ

れの目的で設備設計やトラフィック制

御やコンテンツ配信制御を行っている

ため，このような事業者間の構造を把

握したうえで設備設計をすることが重

要です（5）．

分 析 基 盤

私たちは，ビッグデータ技術を応用

したデータ分析技術の研究開発を進め

るにあたり，多種多量のデータを収

集・蓄積・分析するための基盤を構築

しています．分析にはハイエンドサー

バやHadoopを用いた分散データ処理

基盤を使用しています．

ハイエンドサーバ上では，データ分

析手法のアルゴリズムの研究開発を進

めています．機械学習，データマイニ

ング，あるいは統計分析技術を用いた
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図３　ブラックリストを用いたボットネット対策 
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トラフィック分析アルゴリズムを開発

し，ソフトウェアとして実装しています．

データを分析し多量データに潜む規

則性を発見したり，あるいは，教師

データを基に判別機を構成するために，

NMF（Non-Negative Matrix Fac-

torization：非不値行列分解）（6），（7）や

SVM（Support Vector Machine）（8）

といった機械学習アルゴリズムを用い

てデータ分析アルゴリズムを開発して

います．TwitterデータやSyslogデー

タのような非定型データの分析には，

形態素解析等の自然言語処理技術を

応用したり，データ特性に応じた独自

の単語分類技術やクラスタリング手法

を用いた構文解析技術を開発していま

す．Twitter分析においては，大規模，

非定型なデータをリアルタイムで処理

するために，オンライン機械学習フ

レームワークJubatus（9）上で，データ

の前処理，機械学習（SVM）の分散

処理によって実現しています．

また，近年では，複雑な問題を分析

するためにPCAP形式のトラフィック

データを分析する必要性が高まってき

ており，これらのデータは短時間でも

多量のデータ量となります．このよう

な増加するデータに対応するために，

Hadoopを用いた大規模分散データ処

理基盤を使用しています．Hadoop上

では，MapReduce＊５フレームワーク

を用いて並列処理を行います．

今後の展開

複雑さを増すトラフィックの分析技

術や通信ネットワークの保守運用技術

の開発には，実データを用いることが

重要であり，事業会社と連携して研究

開発を進めています．事業会社で計測

された実データをNTT研究所で分析

し，事業会社のオペレータやエンジニ

アとの議論を通じて，分析結果の検証

を行っています．このようにして事業

会社と連携しながら研究開発した技術

は，確立したものから順次，事業会社

へ成果提供し，事業会社の運用プロ

セスへ組み込んでいます．技術資料と

して運用マニュアルへ反映したり，運

用システムへ組み込み，事業会社にお

いて研究成果を有効に活用するための

取り組みを続けています．

また，ビッグデータ技術は多量の

データを扱うHadoopのような大規模

データの分散処理基盤やデータウェア

ハウス等に関する技術と機械学習，

データマイニング，および統計分析な

どのデータ分析技術といった複数の領

域にまたがる専門知識が不可欠です．

これらの技術に関してNTTの各研究所

とも連携しながら，研究開発を進めて

います．

ビッグデータ技術を応用したトラ

フィック分析技術は，これから発展を

続け，多くの研究成果が創出されるこ

とが期待できる分野です．今後も事業

会社と連携しながら，研究所の先進技

術を活かした有益な技術開発を進めて

いく予定です．
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アフレームワーク.


