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エントロピーを用いた通信相手国数の増加検知手法
上本 悠貴1,a)

岡村 耕二2

概要：本研究対象のネットワークは学術機関で利用され, 国内外と通信している. しかし, 調査の結果, ある
DNS サーバーは日々 190 近い国と通信していることが分かった. 学術目的だけでほぼ全ての国と通信して
いるとは考え難く, 原因の特定が必要であると考えた. そこで, まず, 通信相手国数 (以後, 国数) のみに着目
して解析を行ったけれども, 通信量が考慮されなかったため, 通常ではない通信によって国数が増加した時
間帯の特定が困難であった. そこで本研究では, 通常ではない通信によって国数が増加した時間帯を特定す
ることを目的とした. DNS サーバーの通信フローを Kibana で視覚化した結果, 通常時は時間帯に関わら
ず通信量で国単位の割合が一定であると分かった. そこで, エントロピーを用いて一定時間間隔毎の国単位
の通信量の割合の偏りを数値化することで, 異常な通信により国数が増加した時間帯を特定する手法を提案
した. 対象サーバーに適応した結果, 単純な通信相手国数だけでは分からない, 通常ではない通信で国数が
増加した時間帯を特定することが出来た.
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Detection of increase in number of communication countries using
entropy
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Abstract: The DNS servers in our network showed that it is communicate with more than 190 countries
every day. 190 is a very large number and it led to suspicion that there might be some anomaly. To clarify
this doubt, the researcher tried to find and identify the cause of this anomaly. The target server has a large
amount of communication but there are limits to manual analysis. So, this research aimed at identifying
the time zone where the number of countries increased by some abnormality. Visualization of the communication flow of the DNS server shows that there is a certain large bias in the amount of communication in
each country. Therefore, we used entropy to quantify the bias of the traﬃc in each country. As a result of
adapting to the target server, it was confirmed that when the communication was dispersed in each country,
it took a large value.

セキュリティの観点から,Proxy や IDS・IPS, FW 等で大

1. はじめに

量のログが収集される. こういったネットワーク内の通信

近年, サイバー攻撃がますます巧妙になっているため，す

ログを分析することで, 異常を早期に検知し, 被害を最小限

べてを未然に防ぐことは困難である. そのため, 被害を最小

に抑えることが出来る. しかし, 膨大なログを全て人手で統

化する事後対策が注目されている. 現在, フォレンジックや

合・監視・分析することは困難である. そのため, 複数種類
のログの一元管理やログを利用した異常検知等に関する研
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究が行われている. ログの一元管理・視覚化システムを構
築することで多量なログの管理・解析が容易となる. オー
プンソースソフトウェアの Elasticserch・Kibana を利用す
ると, 通信フローの管理・視覚化が容易となる [1]. また, 通
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信フローは利用できる特徴が少ないため, 異常を精度よく
特定することが課題となっている. 先行研究では, エントロ
ピーや機械学習を通信フローに適応し, 異常検知精度の向
上に努めている [2], [3].
本研究では, 九州大学内のメールサーバや無線ネットワー
クの通信フローを研究対象とする図 1. 本ネットワーク
は,Moodle や電子テキストの利用, 研究データの送受信な
ど, 学術目的での利用が主目的である. しかし, 数万人の利
用者がいることや, ネットワークの規模の大きさから, 不審
な通信も生じている.

図 3

ある平日に対象ネットワークが通信した国別フロー数

図 1 研究対象ネットワーク

大規模トラヒィックが生じる対象ネットワークを詳細に
解析する為に, 本研究では. 通信フローを Elasticsearch に
図 4 Kibana による 1 秒毎の通信相手国数のグラフ

格納し,Kibana による視覚化を行った図 2.

多数確認できた. しかし, 国数が多い時間帯の通信を調査す
ると, ほとんどの国が数十〜数百バイト程度の通信が行わ
れただけであった. 調査対象の DNS サーバーは, 通常の名
前解決時に数十〜数百バイト程度の通信を行う. そのため,
図 2

特定した時間帯のほとんどは, 正常な通信が偶然多くの国

対象ネットワークの視覚化システム構成

に分散しただけである可能性が高い.
対象ネットワークが通信を行っている国に着目して視覚

上記の結果より, 通信相手国数のみに着目して解析を行っ

化した結果, 対象ネットワークは日々 190 以上の国に通信

た場合, 単純に国数が増加した時間帯を特定することは可

していることが分かった図 3. 学術目的だけで, 西アジアや

能だが, 通常ではない, つまり異常だと考えられる通信に

アフリカを含むほぼ全ての国に向け毎日通信が発生すると

よって国数が増加した時間帯を特定することは困難であっ

は考え難い. そのため, 通信相手国数が多い原因の調査が必

た. そこで本研究では, 通常ではない通信によって国数が増

要である.

加した時間帯を特定することを目的とした.

対象ネットワーク内には, メールサーバーや Web サー
バー,DNS サーバーなどが多数ある. それらの内, どのサー
バーが多数の国に向け通信を行っているかを知るために,
対象ネットワーク内の IP アドレス毎の通信相手国数を

2. 通信相手国毎の通信量にエントロピーを用
いた国数の増加検知手法
2.1 対象 DNS サーバーの国毎の通信量

Kibana でグラフ化した. その結果, ある DNS サーバーに割

前章では, 通信相手国数のみに着目した場合, 国毎の通信

り当てられた IP アドレスが日々 190 近い国と通信してい

量が考慮されないために, 通常ではない通信による国数の

ることが分かった. そこで, この DNS サーバーを解析対象

増加した時間帯の特定には至らなかった. そこで, 対象 DNS

とし, 通信相手国数が多い原因の調査を行った.

サーバーの国毎の通信量を Kibana で視覚化した図 5. そ

まず, 解析対象となる DNS サーバーの 1 秒間隔毎の通信

の結果, 通信量の約 9 割近くが日本, 次いで 1 割程度がアメ

相手国数を Kibana でグラフ化し, 国数が多い時間帯の特

リカであり, 通信量で国単位の割合が一定であることが分

定を試みた図 4. 通常は 1 秒間に 10 ヶ国前後の国と通信を

かった.

行っている中,30 を超える国と通信を行っている時間帯も

通常は数十〜数百バイトのみの通信が行われる国々に対
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提案手法によって特定可能であるかを確認するため, 同一
時刻の通信フローの通信相手国数のグラフ図 6 と, 提案手
法で計算したエントロピーのグラフ図 7 を比較する.

図 5

対象 DNS サーバーの国毎の通信量の推移

して, 通常ではない多量な通信が生じた場合, 通信量の国単
位の一定の割合が変化することが予想される. そのため, こ

図 6

1 秒毎の通信相手国数のグラフ

の国毎の通信量の一定の割合を数値化し, グラフ化するこ
とが出来れば, 通常ではない通信によって国数が増加した
時間帯を特定できると考えた.

2.2 エントロピーを用いた国単位での通信量の割合の偏
りの数値化
情報理論で用いられるエントロピー (H) は下記の式（１）
で定義される. エントロピーは, 一定時間間隔毎の情報の発
生確率 pi の偏りを数値化することが可能であり, 発生確率

pi が均等であるほどエントロピーは大きな値を,pi に偏り
があるほど小さな値をとるという性質がある [2], [3].
図 7 提案手法によって計算したエントロピー (H) のグラフ

そこで,pi を以下のように定義し,pi を１秒間に生じた各
国の通信量の割合とすることで, 国単位での通信量の割合
の偏りをエントロピーで数値化した.

• n = 1 秒間に生じた通信相手の国の集合
• i = 集合 n 内の国の一つ
• pi = 対象 DNS サーバーから国 i に向けて 1 秒間に生
じたバイト数 / 対象 DNS サーバーから 1 秒間に生じ
たバイト数の合計

H=−

n
∑

pi log2 pi

(1)

i=1

前節で述べた通り, 対象 DNS サーバーでは通常時に通信
量の 9 割程度を日本が占めている. つまり, 通信量の割合 pi

図 8

対象 DNS サーバーが生じた 1 秒毎のバイト数の合計

に大きな偏りがあるため, エントロピーは小さな値となる.
しかし, 通常時に数十〜数百バイト程度の通信が行われる

単純な通信相手国数のグラフでは顕著な跳ね上がりが確

国々に, 通常ではない多量な通信が生じた場合, 通信量の割

認できなかった 23 時台に, エントロピー (H) のグラフでは

合 pi の偏りが小さくなるためエントロピーは大きな値をと

顕著な跳ね上がりが確認できる. 一例として, この時間帯の

る. 従って, エントロピーを用いた本提案手法は, 対象 DNS

ある 1 秒間に対象 DNS サーバーが行った通信の国毎のバ

サーバーの通常ではない通信によって国数が増加した時間

イト数を下記に示す表 1. 表 1 の時間帯は,14 ヶ国と通信を

帯を特定できる手法であると考える.

行っているが, そのほとんどが 1,000 バイトを超える通信
である.DNS サーバーの通常の数十〜数百バイトの通信の

3. 対象 DNS サーバーに適応した結果

10 倍以上の数値であり, 通常の通信が分散しただけとは考
え難い. つまり, この時間帯には複数の国に向け通常ではな

3.1 通常ではない通信で国数が増加した時間帯の特定
単純な通信相手国数だけでは特定できなかった時間帯が

い通信が生じている. 従って, 提案手法によって, 単純な通
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表 1

特定できた時間帯の通信相手の IP アドレス等を解析し, ど

23 時台のある 1 秒間に行われた通信の国別バイト数
バイト数

の様な異常な通信が生じていたかを調査する必要がある.

US

7,676

CN

7,829

SG

8,386

NL

2,168

日本に向けた通信が深夜に大きく減少していることが挙げ

CA

2,569

られる. 深夜帯は活動する人が少なく日本への通信量が減

DK

1,856

少するため, 相対的に海外に向けた通信量の割合が大きく

JP

27,297

なる. それに伴ってエントロピーも大きな値となってしま

DE

1,660

HK

1,717

う. こちらに関しては, 通信が生じた時間帯に応じて, 通信

AT

1,585

RU

5,043

る. また, 通信相手の国の通常時の通信量を考慮した重みを,

GB

94

エントロピー計算時に導入することで, 異常な通信で国数

IT

140

が増加した時間帯をより正確に特定できるのではないかと

TW

380

も考えられる.

また, 提案手法では深夜帯のエントロピーの値の平均が
大きくなっている. 原因として, 通信量の 9 割程度を占める

量に重みをつけることで対処が可能ではないかと考えてい

信相手国数だけでは特定できなかった, 通常ではない通信
により国数が増加した時間帯を特定することが出来た. 更
に, 同一時刻に対象 DNS サーバーが生じた 1 秒毎のバイト
数のグラフ図 8 とエントロピーのグラフ図 7 を比較した.
バイト数も 23 時台には顕著な跳ね上がりが確認できない
ことから, 単純なバイト数でも特定できなかった異常を, 国
毎の通信量の割合の偏りを数値化することで特定すること
が出来た.

5. おわりに
本稿では, 研究対象ネットワークが通信をしている国数
が多い原因となっている時間帯の特定を目的に, エントロ
ピーを用いて国単位での通信量の割合の偏りを数値化し,
異常な時間帯を特定する手法を提案した. 提案手法では, 単
純な通信相手国数やバイト数だけでは分からない, 通常で
はない通信で国数が増加した時間帯を特定することが出来
た. 特定した時間帯にどの様な異常な通信が行われていた
のかは今後調査予定である. また, 提案手法では深夜帯の異

3.2 深夜帯に提案手法を適応した場合の問題
本提案手法を対象 DNS サーバーの深夜の通信フローに
適応した結果図 9 を下記に示す. 図 7 と比べ, 全体的にエ
ントロピーの値が 0.5 近く大きくなっていることが分かる.
そのため, 深夜帯に通常ではない通信によって国数が増加
し, エントロピーの値が大きくなった場合でも, 通常時のエ
ントロピーの値も大きいために異常な時間帯の特定が困難
となっている.

常な通信が生じた時間帯の特定が困難であり, 通信相手国
や時間帯を考慮した通信量への重み付けによる改善が必要
である.
従って, 今後の課題として以下の 2 点が挙げられる.

• 提案手法により特定した時間帯に, どの様な異常な通
信が生じていたかの詳細な解析・調査

• 提案手法に, 通信が生じた時間帯や通信相手の国を考
慮した重み関数を新たに導入することによる, 異常な
時間帯の検知精度向上
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