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管理用パケットに基づく SOM を用いた増分処理が可能な
ネットワーク接続機器のグルーピング可視化システム
山岡 和馬1

桝田 秀夫2,a)

森 真幸2,b)

概要：ネットワーク管理者は，不正アクセスやネットワーク障害等のトラブルが発生した際に，迅速に適
切な対応をしなくてはならない．しかし，大学のような教育機関等では，教育利用を目的に個人で持ち込
んだデバイスを自由に接続できるネットワークを構成していることが多い．そのような組織内においては，
ネットワークに接続されている全てのデバイスを把握するのは困難である。
そこで本研究では，全体の把握が難しいネットワークの運用，管理支援を目的に，ネットワークに接続
されているデバイスが送信するパケットから，自己組織化マップ （SOM:Self-Organizing Map）により，
機種ごとに分別し分布図として可視化するシステムを試作した．本システムにより，デバイスを大まかな
OS ごとに分類，可視化させることができ，追加されていくパケットを増分処理することで，未知の機種の
発見まで可能になると期待できる．
キーワード：ネットワーク管理，BYOD，自己組織化マップ，DHCP パケット

Management Packet based Approach
for Incremental Device Grouping System using SOM
Abstract: Network administrators must fight the problems such as eliminating an unauthorized access, repairing a network failures and so on. However, in ordinary educational institutions, user can connect own
devices (BYOD) to the Internet freely for educational and research use. Under such situation, it is very
diﬃcult to collect all connected device’s detail. In this paper, we proposed a prototype system to support
generating the analysis of connected device’s specification by the Self-Organizing Map. Our system can generate the clustering into the groups of resemble devices, thus administrators can guess which OS is running
on a specific device even which has not been observed so far.
Keywords: Network management, BYOD, Self-Organizing Map, DHCP, DHCP options

1. はじめに

ブルが発生した時に適切な対応をするために重要なこと
である．例えば古いバージョンのデバイスを使っていた

インターネットの普及に伴い，大学や企業などの組織

り，管理者が認知していない OS を持った未知のデバイス

において，コンピュータネットワークは ICT（Internet

を接続したりするユーザは少なからず存在する．そのよう

Communication Technology）インフラとして様々な場面

なデバイスはセキュリティソフトや修正プログラム等のサ

で利用されており，安定した運用管理が求められている．

ポートを受けられないことがあり，それらの脆弱性を狙っ

組織内ネットワークの管理者にとって，ネットワークに接

たサイバー攻撃を受けるなど，なんらかのトラブルを起

続されているデバイスの情報を把握しておくことは，トラ

こす恐れがある．そのため，管理者は不審なデバイスを発
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見し次第迅速に対策，処置をとる必要がある．また，IoT
（Internet of Things）という考えの広まりとともにデバイ
スが多様化され，今後ネットワークに接続されるデバイス
のさらなる複雑化が予想される．これらのことから，管理
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者は障害発生時に対応するために最低限ネットワークに接

トウェアである．SNMP エージェントとしてデバイスを動

続されているデバイスの大まかな機種や OS だけでも把握

作させるには，監視対象にソフトウェアをインストールす

しておく必要がある．このようなデバイスの管理として，

る必要がある．そのため，ネットワークに接続されるデバ

あらかじめネットワークに接続されるデバイスに管理用の

イスが膨大になる環境では適切ではない．一方，ゾーホー

アプリケーション等のソフトウェア（以下，エージェント

ジャパン株式会社のエージェントレス型の SNMP マネー

という）を導入する方法や，接続されるデバイスのリスト

ジャ「OpManager」[3] は，マネージャ側が能動的に情報

を作成しておき，新規のデバイスが接続されるたびにリス

を収集するため，監視対象にエージェントをインストール

トにデバイスの情報を追加していく方法が考えられる．し

する必要がない．ただし，OpManager の監視対象は主に

かし，このような方法は，大学等の大量のデバイスが接続

サーバやルータ，スイッチといったネットワーク機器のた

されるネットワークの管理の際には，多大な労力を必要と

め，個人が使用するようなネットワーク接続デバイスを監

し，困難であると考えられる．

視する目的とは異なる．また，OpManager のような製品

本研究では，こうした管理や接続機器の把握が困難な

は，構成がブラックボックス化されているものが多く，実

ネットワークの運用・管理支援を目的とした，ネットワー

際にはどのような情報やパラメータが利用されているかわ

ク接続デバイスの分類と可視化システムを提案する．本シ

からないため，プライバシーの問題に関わる可能性もある．

ステムでは，デバイスがネットワーク接続時に送信するパ
ケットに基づいて，SOM（Self-Organizing Map）という
機械学習を用いてデバイスを特徴ごとに大まかに分類し，

3. デバイス管理の課題

可視化する．この際，あらかじめ接続デバイス側にエー

本システムの構築にあたり、大学等教育機関において

ジェントを導入する必要はなく，接続デバイスのリストの

ネットワーク接続デバイスの管理の課題について述べる．

作成も最小限のもので良い．さらに新種のデバイスがネッ
トワークに接続された際には，すでに分類・可視化されて

3.1 事前にデバイスのリストを作成する方法

いる既知のデバイスの特徴と比較することで，そのデバイ

事前にデバイスのリストを作成するには，ネットワーク

スの OS の種類を大まかに推定することが可能である．こ

接続されるデバイスの所有者にデバイス情報を調査しても

れは管理者の異常発見や障害対応の支援につながると考え

らう必要がある．小規模なオフィス等の小さなネットワー

られる．

ク環境では，接続させるデバイスもそうそう多くはならな

以下，本論文では 2 章でこれまでの管理者支援ツールに

いため，所有者全員に調査を行うことができるが，大学等

ついて述べ，3 章ではネットワーク管理の課題，4 章では

の利用者に対して十分な統制が取りづらいネットワークに

先行研究，5 章では研究の方針，6 章では実験と考察及び

なると，利用者や接続されるデバイスの数も膨大になるこ

課題を述べ，7 章でまとめとする．

とが予想され，その全員に調査を行うのは現実的ではない．

2. 既存の管理者支援ツール
一般的に使用されているネットワーク監視手法として，

そのため，大規模ネットワークを構築している機関におい
ての管理は，デバイス情報の調査が必要最低限であること
が求められる．また，新規のデバイスや未知のデバイスが

ネットワークに接続するデバイスをツールに登録し，リス

ネットワークに接続される際に，その都度調査を行いリス

トを作っておく方法がある．株式会社アイ・オー・データ

トに情報を追加しなければならず，手間が大きくなってし

機器のネットワーク管理ソフト「IO Navi」[1] は、同社の

まうことも問題として挙げられる．

機器であれば自動で検知し，動作状況の監視を行う．また，
他社のデバイスであっても同様に監視を行えるが，その際，
ソフト側でデバイス情報の手動での登録が必要となる．

3.2 管理用エージェントを導入する方法
ネットワーク接続されるデバイスにあらかじめ管理用の

また，他にもネットワークに接続されるデバイスにあら

エージェントを導入する場合，教育機関であれば入学の際

かじめ管理用エージェントを導入しておき，管理者側で

に，企業などであれば入社の際に，といったそのネットワー

そのエージェントを管理する方法もある．SNMP（Simple

クの利用を開始するときに，エージェントを配布するもし

Network Management Protocol）[2] は，UDP/IP ベース

くは導入を促すことが考えられる．この方法も，リストを

のネットワーク監視，ネットワーク管理を行うためのプロ

作成する方法と同様に、利用者が多くなると導入を促す際

トコルで，管理対象の稼働状況を監視できる．SNMP は

の手間や、さらにはエージェントにかかるコストも大きく

SNMP マネージャと SNMP エージェントから構成される．

なってしまう．さらには，デバイスや OS の種類によって

SNMP マネージャは SNMP エージェントから送られた管

はエージェントを導入できない可能性があることや，個人

理情報を分かりやすく表示するソフトウェアで，SNMP

で持ち込んだデバイス（BYOD：Bring Your Own Device）

エージェントは監視対象となるデバイス上で動作するソフ

ではどのデバイスからのアクセス権を許可するかの権利権
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限や個人情報漏洩の懸念がある等の問題もある．また、導

結果が得られた．また，あらかじめクラスタ数を設定する

入は利用者に完全に任せることになるため，エージェント

際，インターネット接続を確認していた OS の数から，7〜

を導入せずにネットワーク接続する利用者が出る可能性

11 に設定し比較したところ，クラスタ数９が最も正確に

もある．これらのことから，エージェントを必要としない

OS を分類できていたため，設定を９とした．

システムがより良いと考えられる．さらに，リストを作成
する方法と同様，新規の，または未知のデバイスが接続さ
れた際に，その都度何かしらのアクションを起こす必要が
ある．

4. 先行研究
本章では，本研究の先行研究について述べる．

5. 研究の方針
はじめに述べた背景及び３章で述べた課題から，以下
のような特徴を持つシステムが望ましいと考えた．

( 1 ) ネットワーク接続されるデバイスを OS ごとに分類し
て表示

( 2 ) OS の種類が判明していないデバイスの表示
4.1 「DHCP と DNS を用いたネットワーク接続機器の
分別手法の提案」
当研究室の福田らの研究 [4] である．ネットワークに接
続されたデバイスが出す DHCP パケットと DNS パケッ

( 3 ) リアルタイムな監視
( 4 ) デバイスの事前登録が不必要
( 5 ) エージェントレス
以上の点から，図 1 のような構成のシステムを作成した．

トをパッシブに観測し，それぞれのパケットから OS を
識別するための情報を抽出，解析しその特徴を用いてク
ラスタリングする手法である．クラスタリング手法は，

AﬃnityPropagation を用いている．当研究では，DHCP パ
ケットと DNS パケットを用いた解析を比較したところ，

DHCP パケットを用いた解析が最も OS ごとに細分化で
きていたが，バージョン等のさらに細かい分別には至らな
かった．

4.2 「端末種別の推定方式の評価を目的とした複数分析
手法の可視化システム」

4.1 節の先行研究の結果を受け，筆者らがさらに精巧な
図 1 システム構成図

分類とデバイスの OS の推定を目的として開発した，複数
のクラスタリング手法の分類結果を可視化し比較するシス
テム [5] である．使用したデータは先行研究の結果から，

DHCP パケットとし，正解データとして先行研究のデータ
を用いた．比較したクラスタリング手法とその簡単な説明

5.1 観測サーバ
観測するネットワークに接続し，tcpdump を利用し，観

を以下に示す．

測ネットワークに流れるパケットをキャプチャする．その

( 1 ) SOM：高次元データを低次元空間へ写像する手法．5.3

後，一定時間ごとにキャプチャファイルを保存用サーバに

節でより詳しく示す．

保存する．この際，通信の秘密に配慮し，観測するパケッ

( 2 ) 階層的クラスタ分析法：入力データ間で最も特徴が類

トは管理用のパケットのみとした．本研究では個人の通信

似している組み合わせから順番にまとまりにしていく

内容に抵触する恐れが低いと考え，DHCP パケットを用い

手法で，途中過程が階層のように表せ，最終的に樹形

る．DHCP パケットはデバイスが DHCP を用いてネット

図で表される．

ワークに接続する際に必ず出されるパケットで，クライア

( 3 ) MDS（Multi-Dimentional Scaling）：対象間の距離あ

ント PC を LAN 接続させる際などによく利用されている．

るいは類似度を空間上の距離に置き換え，少数の次元
からなる空間上の相対的位置関係を求める手法である．

5.2 パケット処理サーバ

( 4 ) k-means 法：あらかじめいくつのクラスタに分かれる

保存しているキャプチャファイルを読み込み，DHCP パ

かを決め，決めた数のまとまりにデータを分割する手

ケットを解析する．ここで処理する主な内容は DHCP パ

法である．

ケットに含まれる，DHCP Options[6][7] というパラメータ

上の手法の中では SOM を用いた分析が最も精巧に分類

である．ここには様々な種類のデータを設定して詳細なオ

されており，視覚的にもクラスタが読み取りやすいという

プションを通知することが可能であり，例えば，Requested
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IP Address や Client identifier などがある．DHCP Op-

表 1 実装環境

tions には 256 個のオプションがあり，各要素の有無を入

機種

MacBook Pro

力データのパラメータとして，この値を元に分類を行なう

CPU

2.3 GHz Intel Core i5

メモリ

16 GB 1333 MHz DDR3

言語

R 3.5.3，Python 3.7.3

開発環境

Jupyter notebook

こととした．また，ネットワークを監視する際，障害発生
から対処まで可能なかぎり迅速な対応が求められるので，
パケットの観測から可視化までをリアルタイムに行う必要
がある．そのため，一定時間ごとのキャプチャファイルを
読み込む際に，新しいデータをそれまでのデータに追加し

6. 実験と考察及び課題

ていき，それまでの表示と最新の表示で変化を読み取れる

6.1 実験

ようにした．

本システムに一定時間間隔のキャプチャデータを入力し，

OS の分類及び可視化を行なった．当研究室内の LAN を対
5.3 分類・可視化

象に監視し，キャプチャファイルを作成し実験データとし

パケットの分類，可視化には SOM（Self-Organizing Map）

た．また正解データとして，有志から募集した個人のデバ

[8] というニューラルネットワークを利用した機械学習を

イス（Android や Mac 等）のデバイスの情報を収集した．

用いる．SOM はある特性に基づいた高次元データの可視

キャプチャデータの採取期間は 2019 年 5 月 13 日の 13 時

化等の研究 [9] に用いられることが多い．以下に，文献 [9]

から 14 時の 1 時間である．また，OS を分類した時のまと

を参考にして SOM のアルゴリズムの説明を記載する．

まりの数（クラスタ数）を決定する必要があったが，これ

SOM は教師なし学習の一つで，入力層である高次元の

は先行研究に基づき，9 とした．表 1 に実験環境を示す．

観測データセットをデータ分布の位相的構造を保持しつ
つ，出力層である低次元空間へ写像する．低次元空間には
ノードが配置され，各ノードは観測データセットの一点を
指すベクトルを保持しており，これを参照ベクトルと呼ぶ．

6.2 考察
SOM の分類及び可視化結果を図 2〜図 5 に示す．
6.2.1 OS の分類結果について

参照ベクトルは学習によって更新される変数である．さら

図 2〜図 5 はそれぞれ観測を始めてから 15 分毎にキャプ

に，SOM は似た特性を持つ特徴ベクトル同士を分類（ク

チャファイルを読み込んで結果を更新している．正解デー

ラスタリング）する．高次元の入力空間に入力される特徴

タのないデバイスのデータは全て「Unknown」というラベ

ベクトルを x，低次元の出力空間の各ノードが保持してい

ルで表示している．順に見ると，表示される OS の数が増

る参照ベクトルを，

えていることが読み取れる．図 5 のクラスタ 1，クラスタ

Yi = {yi1 , . . . , yiN }T

2 の四角で囲った部分を見てみると，Ubuntu と macOS は

とするとき，以下に SOM のアルゴリズムを示す．

全て同クラスタ内に分布していることがわかる．これより，

( 1 ) 参照ベクトル Yi , (i = 1, . . . , n) を初期化する．

このクラスタ内に存在している未調査のデバイスの OS は

( 2 ) 次式に従い，全ノードから入力 x への最近傍ノード c

それぞれそのクラスタの調査済みの OS と同様かもしくは

を探索する．これはユークリッド距離 ||Yi − x|| が最

似通った特徴を持った OS であることと考えられる．しか

小となるノードである．

c = arg min ||Yi − x||
i

( 3 ) 次式に従い，探索したノード c の特徴ベクトル mc と
その近傍ノードを更新する．

∆mi = αhci (mi − x)
ここで α は学習率係数であり，一般の 0 1 の範囲をと
る．hc i は近傍関数であり，次式で示されるガウス関
数である．ここで rc , ri は，それぞれノード c，ノード

i の位置ベクトルを示す．
(
)
||rc − ri ||2
hci = exp −
2σ
( 4 ) （２）〜（３）を学習が収束するまで繰り返す．
ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan
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し，クラスタ 3，クラスタ 4 の四角で囲った部分内に複数の

Android クラスタが存在し，またクラスタ 1 とクラスタ 4
内に iOS が分かれてしまっているのが読み取れる．また、
お互いのデータが共存しているクラスタも見られる．これ
は Android という多種多様な機種が存在しているデバイス
であるから，もしくは OS のバージョンの違いにより生ま
れた差異である可能性が考えられるが，詳しい原因はさら
なる調査が必要である．

6.2.2 クラスタ数について
本研究ではあらかじめクラスタ数を決定しておいてその
数にノードが分かれていたが，この方法だと，観測データ
の OS の数が大きく増えた時もしくは少なくなった時にも
無理やりその数に分類しようとすることで，OS を分類し
きれなかったり，無駄なクラスタを作成してしまうことが
図 3

SOM 分類結果 2

考えられる．そのため，観測データに応じてその都度クラ
スタ数を決定するか，もしくはクラスタ数を決定しない方
法で分類を行う必要がある．

6.2.3 時間による表示結果の変化について
各結果を通してみると，各クラスタの位置が更新のたび
に転々と移動してしまっているのがわかる．これは，更新
の際に各ノードの参照ベクトル及び観測データの座標が
保存されず，最初から全く新しい観測データとして分析を
行ってしまっているためだと考えられる．元々，SOM の
ようなニューラルネットワークは学習データの変化に適応
するのは難しいとされている．文献 [10] によると，「多く
のニューラルネットワークのパラダイムは，安定-可逆性
のジレンマとして知られる問題に悩まされている．これは
ニューラルネットワークが古い知識を維持しながらその上
に新しい情報を学習する困難さを意味する．」と報告され
ている．そのため，各データの位置や各クラスタ間の距離
図 4

SOM 分類結果 3

を保ったまま分析を続けるには，追加学習に対応した手法
を検討する必要がある．

6.3 課題
考察で述べた課題について，今後の検討を述べる．

6.3.1 OS の機種やバージョンごとの違いの調査
今回，同 OS でもクラスタが分かれてしまっていたり，
同クラスタ内に複数の OS が混在していた．これはおそら
く同機種でも OS のバージョンの違いで通信の際に出して
いるパケット内容に違いがあったり，異機種でも似てい
るパラメータのパケットを出していることが考えられる．
本研究で OS の分類に用いた DHCP Options を各 OS ご
とに比較して見たところ，どの OS でも使われていないパ
ラメータが複数存在していることがわかった．そのため，
より正確な分類を行うためには，DHCP Options 以外の
図 5

SOM 分類結果 4

データも分析に用いる必要があると考える．先行研究 [4]
では，DHCP Options に加えて，その中にある，DHCP

Parameter Request List というパラメータを用いており，
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大まかな OS ごとの分類に成功している．今後はこのパラ
メータを観測データとした分析を検討する．

6.3.2 クラスタ数の決定方法
本研究ではクラスタ数は先行研究 [5] に則り，あらかじ
め決定していたが，これを，観測データが入力されるたび
に分析を行って決定する手法を考える．4.4.2 項で説明し
た k-means 法は，クラスタ数を決定することなく分類を行
い，結果として分類されたクラスタ数を得ることができる
ので，SOM と併用することでより正確な分類・可視化し
た結果が得られると考えられる．また，現状よりも精巧な
分類ができれば，クラスタの境界線を引かずとも観測デー
タのまとまりが視覚的にわかりやすくなることが期待でき
るため，クラスタ数の決定が必要なくなる可能性がある．

6.3.3 更新の際のデータの位置の保存
考察で述べた通り，結果の更新の際に，表示位置が大き
く移動してしまっているクラスタがいくつか存在する．こ

図 6 1 日分のデータ学習後

れを解決するに当たって，ISOM（Incremental SOM）と
いう手法を検討する．ISOM は既存の SOM の分析に加え
て，追加学習を可能とする手法である．

6.4 Incremental SOM
ISOM を実装するにあたって，現在利用している SOM
のアルゴリズムで，データ更新時にも連続性のある結果を
得られる方法について検討した実験の内容を述べる．

6.4.1 十分に学習を行ってから可視化する方法
今回実験を行ったのは 1 時間分のデータのみであったた
め，学習量が足りず，出力層の学習が不十分であったため
に出力データの位置が移動してしまった可能性を考えた．
これより，学習量を十分に増やす実験を行った．学習デー
タとなる入力データを 2019 年 3 月 13 日の 0 時から 24 時
の 24 時間分のキャプチャデータとし，その後 2019 年 3 月

14 日の 0 時 15 分までの 15 分間のデータを読み込ませた．
結果は図 6，図 7 のようになった．図 6 が 24 時間分のデー
タの学習を行ったマップで，図 7 がその後 15 分間のデー

図 7 15 分間のデータ追加入力後

タを追加入力したマップである．比較すると，データのま

変数が存在する．これより，ある程度学習を行った後，そ

とまりの位置が大きく移動してしまっているのが読み取れ

の変数の値のみを変更し可視化を行った．学習データとし

る．これより，考察で述べた通り，学習量に関わらず更新

て，2019 年 3 月 13 日の 13 時から 14 時までの 1 時間分の

の際には観測データをそれまでの情報を維持せず，全く新

キャプチャデータとし，その後入力するデータとして，同

しいものとして学習してしまっていることが考えられる．

日の 13 時から 13 時 15 分の 15 分間のキャプチャデータと

6.4.2 出力層を固定する方法

した．結果は図 8，図 9 のようになった．図 8 が 1 時間分

5.3 節で SOM には入力層となる高次元のデータセット

のデータの学習を行ったマップで，図 9 がその後 15 分間

と出力層となる低次元空間が存在すると説明した．ここ

のデータを学習を行わず入力したマップである．可視化の

で，学習を行うのは主に出力層のノードであるため，出力

際，各データは変化を読み取りやすいように MAC アドレ

層の学習を行い，その後出力層の更新は行わず入力層とな

スを元にベンダーごとに色分けして表示している．

るデータのみを更新することで入力データの位置の固定が

一見クラスタの位置の固定はできているように見えるが，

出来るのではないかと考えた．本研究では SOM の実装に

各クラスタ内を見ると，様々な OS 種が混在してしまって

R のパッケージ [11] を用いており，その中の SOM の学習

いるのがわかる．また，図 8 と図 9 の各データの位置を

及び可視化を行う関数の中に，入力データを格納しておく

比較して見ると，全く同じ場所に位置しているように見え
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スの OS の推定も行える可能性を示したが，完全に正確な
分類には至らず，また時間による変化が読み取りづらい結
果となった．今後の課題として，OS やバージョン等の調
査を進め，より正確な分類を行える手法の検討や，時間に
よるデータの追加学習を可能とする ISOM の実装が挙げら
れる．
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[1]

図 8

1 時間分のデータ学習後

図 9 15 分間のデータ入力後

る．これらのことから，利用している SOM の関数内に入
力データを格納する変数とは別に，入力データの座標やプ
ロットする順番等が内部的に保存されているとことが考え
られる．そのため，ISOM を実装するには，今利用してい
る SOM のパッケージとは全く別の，新しい理論や手法の
実装が求められる．

7. まとめ
本研究では，ネットワーク接続デバイスの把握及び管理
支援を目的に，デバイスがネットワーク接続する際に出す

DHCP パケットを元に，SOM を用いて監視ネットワーク
内に存在するデバイスの OS をエージェントを用いず、分
類及び可視化するシステムを作成した．本システムによ
り，ある程度の OS の分類結果が得られ，未調査のデバイ
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