Vol.2012-MBL-64 No.17
Vol.2012-ITS-51 No.17
2012/11/16

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

DNS トラヒックによる Passive OS Fingerprinting 手法の
提案
松中 隆志1,a)

山田 明2

窪田 歩1

概要：本稿では，DNS トラヒックの解析から OS ﬁngerprinting を実現する手法を提案する．本手法では
OS ごとにみられる DNS クエリに関する特徴を利用して OS ﬁngerprinting を行い，ネットワーク内に存在
する端末数を OS ごとに推定する．当該特徴は，各 OS にはそれぞれその OS のみしかクエリを送信しな
いドメインがある，各 OS は固有の時間間隔で定期的に当該ドメインに関するクエリを送信する，の 2 つ
である．本手法はまた DNS クエリの送信時間間隔がずれる確率も特徴として端末数の推定の際に加味す
ることで，推定結果の精度を向上させる．本稿では，端末から送信される DNS トラヒックの解析を行い，
OS ﬁngerprinting に利用できる DNS クエリにおける特徴を抽出したので報告する．さらに，抽出した特
徴を用いた端末数推定結果を検証すべく，社内イントラネットワーク内の DNS トラヒックを用いて実際
に OS ﬁngerprinting を行った結果について報告する．検証により，提案手法による推定結果は DHCP フ
レームを用いた ﬁngerprinting の結果に近い推定が可能であることが確認された．
キーワード：OS Fingerprinting，トラヒック解析

Passive OS Fingerprinting by DNS Traﬃc Analysis
Abstract: In this paper, we propose a new passive OS ﬁngerprinting method which requires analyzing only
DNS traﬃc. The method utilizes characteristics on DNS queries that each OS sends DNS queries related
to speciﬁc domains, and each OS sends these queries with speciﬁc patterns of time interval between them.
The method can estimate the number of devices with each OS from the number of queries by utilizing the
characteristics of the time interval patterns. The method considers the likelihood of irregular events that
some queries are sent less than regular time intervals, and some other queries are sent more than regular
time intervals. We analyze DNS traﬃc sent by each OS and extract the characteristics for OS ﬁngerprinting. Then, we examine our estimation method by using DNS traﬃc in our intra-network. According to our
examination, some results of our estimation method are close to the results of DHCP ﬁngerprinting.
Keywords: OS Fingerprinting, Traﬃc Analysis

1. はじめに

ごとの利用率はどれくらいか，トラヒック需要のピークは
いつか，トラヒック需要の多い場所・スポットはどこかを

近年，スマートフォンの普及などによりデータトラヒッ

把握する必要がある．ネットワーク管理において OS の利

ク量が爆発的に上昇している．増加傾向にあるトラヒック

用率を把握することは重要である．Ericsson の報告 [1] で

需要に的確に対応するために，ネットワーク管理者は自身

は，搭載されている OS によって発生するトラヒックの傾

の管理ネットワークの利用者がどのようなサービス・アプ

向が異なる．また，搭載 OS が異なればインストールされ

リケーションをどれくらい使っているか，デバイス，OS

るアプリも異なるため，それに付随して発生トラヒックの

1

傾向も異なる．しかしながら，昨今のアクセスネットワー
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クは多様化しており，さらにトラヒックの oﬀ-load のため
のセルラ網–無線 LAN への移動の頻発，スマートフォン，
モバイルルータを介したテザリングの普及などにより，管
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理ネットワークの状況把握は容易ではなくなっている．

ヒックを監視するのみで実現できるため，監視設備・機能

管理ネットワークの状況を把握するために，これまで多

の追加が少なくすみ，大規模かつ複雑化されたネットワー

くの研究がなされてきた．[11]，[12] では，ネットワーク

クにおいても実現可能である．例えば DNS クエリ内のド

内のトラヒックの解析によってネットワーク利用者のア

メイン名から利用者が利用するアプリケーション・サービ

クティビティを把握し，利用者のタイプを分類している．

スに関する情報を得ることができる．また，DNS クエリの

[2]，[3] では，ネットワークを流れるトラヒックから当該

発生量からアプリケーション・サービスのトレンド，発生

トラヒックの発生元端末に搭載されている OS を判定 (OS

トラヒック量の傾向を把握できる．さらに NAT 環境など

ﬁngerprinting) している．[2] では，TCP/IP ヘッダにみら

IP アドレスが共有される状況においても，DNS トラヒッ

れる OS ごとの特徴から OS ﬁngerprinting を行っている．

クは各端末から個別に送信されるため，当該環境において

[3] では，DHCP(Dynamic Host Conﬁguration Protocol)

も状況の把握が可能である．

のリクエストフレーム内の特定のフィールドの情報を利

本稿では，DNS トラヒックの受動的な監視による OS

用して OS ﬁngerprinting を行っている．さらに [4]，[6] で

ﬁngerprinting 手法を提案する．本手法は，DNS クエリに

は，搭載 OS を検出したい端末に対して能動的にプローブ

みられる OS ごとの特徴を用いる．各 OS にはそれぞれ，

パケットを送信し，その返答パケットを観察することで

他の OS が DNS クエリを送信しない固有のドメインがあ

OS ﬁngerprinting を実施している．[10] は，上記の受動的

り，当該ドメインに対する DNS クエリは一定の時間間隔

なトラヒック監視と能動的な監視を両方活用するハイブ

で送信される特徴がみられる．本手法ではそのような特徴

リッドな手法を用いている．しかしながら [3] を除くこれ

を用いて，ある期間内に取得された特定のドメインに対す

らの手法は，昨今の大規模かつ複雑化されたネットワーク

る DNS クエリの数から当該期間内にネットワークに在圏

への適用を考えると，解析に利用するトラヒックデータが

した搭載 OS ごとの端末数を推定する．DNS クエリの送

膨大となるためストレージコスト，解析コストにおいて現

信周期においては，特徴として抽出された送信周期から外

実的ではない．また，解析に必要なデータを収集するため

れて DNS クエリが送信される事象もみられる．本手法で

の装置を各アクセスネットワークに設置する必要がある．

は，そのような送信周期から外れる事象も加味して端末数

[3] においては，DHCP フレームのみを利用するため適用

を推定する．本手法の実現性を検証すべく，本稿ではまず

可能だと考えられるが，利用者のアクティビティなどネッ

搭載 OS ごとに送信される DNS トラヒックを解析し，上

トワークの利用状況に係る付加的な情報が得られない．さ

記のような特徴を抽出した．さらに本稿では，抽出した特

らに，[4]，[6] では，プローブパケットを全端末に送信する

徴を用いて社内イントラネットワーク内の DNS トラヒッ

必要があるため，送信を行うシステム構築のための手間，

クから端末数を推定した．検証結果から，本手法によって

および監視目的のために能動的に利用者の端末へパケット

DHCP フレームによる OS ﬁngerprinting での推定台数に

を送信することへの利用者の抵抗感などにより，大規模か

近い値を得られることを確認した．

つ複雑化されたネットワークへの適用は困難である．受動

本稿の構成を説明する．2 節では，本稿の内容に関連す

的な監視による手法 [2]，[3] では，NAT(Network Address

る研究・技術について述べる．3 節では，提案手法の前提

Transform) 環境，テザリングなど複数の端末で同一の IP

条件などについて述べる．4 節では，DNS トラヒックの解

アドレスを共有するような状況化において正確に状況を把

析結果と抽出された DNS トラヒックの特徴について述べ

握できない．ネットワークの監視・管理に係る負荷を軽減

る．さらに抽出された特徴を利用して OS ごとの端末数を

すべく，[7]，[8]，[9] ではより少ない監視ノードでネット

推定する手法について述べる．5 節では，提案手法を用い

ワークの状況把握を可能にしようとする手法が提案されて

て社内イントラネットワーク内に存在する端末数を推定し

いる．これらの手法では，センサネットワークや仮想ネッ

た結果について述べる．6 節で本稿の内容をまとめ，今後

トワークのように動的にネットワークの構成が変化する状

の課題について言及する．

況下でも効果的に監視・管理を行うことができる．しかし
ながら，これらの手法ではそれぞれの手法に対応した監視
ノードをネットワーク全域に配置する必要があり，既配備
の装置の置換，改修が必須となる．
以上のようなネットワーク監視・管理に係る困難性を鑑

2. 関連研究
2.1 OS fingerprinting
OS ﬁngerprinting の手法は受動的な手法と能動的な手法
に大別される．

み，著者らは DNS(Domain Name System) トラヒックの

Zalewski[2] は 受 動 的 に ト ラ ヒ ッ ク の TCP/IP ヘ ッ

監視によってネットワークの利用状況を把握することに着

ダ を 監 視 し て ，当 該 ヘ ッ ダ 内 の TTL(Time To Live)，

目した．DNS トラヒックの監視によって，ネットワーク

MSS(Maximum Segment Size) フィールドにみられる特徴

管理者は様々な情報を得ることが期待できる．DNS トラ

をもとに OS ﬁngerprinting を行う手法を考案した．HTTP

ヒックの監視は，ネットワーク内の DNS サーバ付近でトラ

ヘッダにおいては，User–Agent フィールドに利用者の Web
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ブラウザの情報とともに OS の情報が記載されていること

DNS
server

があり，その情報を用いて OS ﬁngerprinting を行うこと

Capture DNS traffic

ができる．Shah[5] は User–Agent フィールドなど HTTP

The Internet

レスポンスヘッダ内の情報を用いて Web サーバのソフト

Core
Network

ウェアを判別する手法を考案した．しかしながらこれらの
手法は，トラヒックデータの取得のために管理ネットワー

Characteristics
Database

FTTH

Cellular
WLAN

NAT

Estimation of the
number of each OS

クの外部へのゲートウェイや全アクセスネットワークなど
多くの観測点にトラヒックを監視するノードを設置する必
Off-loading

要がある．さらに，各装置で取得された膨大なトラヒック

Tethering

データから必要な情報を抽出して OS ﬁngerprinting を実

図 1: 想定ネットワーク環境

施する必要がある．そのため，昨今の大規模かつ複雑化さ

Fig. 1 Assumption of the network environment

れたネットワークへの適用は難しい．さらに [2] において
は，NAT やテザリングなど，TCP/IP ヘッダが介在する

2.2 トラヒック解析

装置，端末によって書き換えられる場合においては正しく

ネットワーク内のトラヒックを解析することで，利用

OS ﬁngerprinting を実施できない．Kollmann[3] は DHCP

者のサービス・アプリケーションの利用状況を把握する

フレーム内の情報を OS ﬁngerprinting に利用する手法を考

手法がいくつか提案されている．Xu ら [11] はインター

案した．当該手法では，DHCP フレーム内の情報にみられ

ネットの backbone のトラヒックを解析し，トラヒックの

る特徴の他に，DHCP フレームの再送時間間隔にみられる

送信元・送信先アドレスを server/services，heavy hitter

特徴を利用して OS ﬁngerprinting を行う．しかしながら，

hosts，scans/exploits に分類した．しかしながら，Xu ら

DHCP フレーム内には利用者が利用しているアプリケー

の手法においても監視ノードの設置コストの問題がある．

ション・サービスに係る情報は含まれていないため，この

Zhang ら [12] は無線 LAN における MAC(Medium Access

ようなネットワークの利用状況に係る情報を取得すること

Contorl) 層のトラヒックを解析し，伝送レート，フレーム

ができない．

の送信間隔などの特徴から，Web ブラウジング，オンラ

能動的な OS ﬁngerprinting の手法も多く提案されてい

インゲーム，動画ストリーミングなど利用者のアクティビ

る．NMAP[6] はネットワークのスキャニングを行うツール

ティを推定する手法を提案した．Zhang らの手法において

である．NMAP には remote OS ﬁngerprinting 機能も備え

は，対象が無線 LAN のトラヒックに特定されている．ま

ており，プローブパケットをターゲットとなる端末に送信

た膨大なトラヒックデータを収集，解析する必要があり，

してその返答パケットを監視することで OS ﬁngerprinting

ストレージコスト，解析にかかるコストの面で大規模な

を実施する．Gagnon[10] は受動的なトラヒックの監視に

ネットワークには適さない．

よる手法と能動的なプローブパケットの送信による手法の
両方を適用したハイブリッドな手法を提案した．しかしな

3. 提案手法

がらこれらの能動的な手法においては，ターゲットの端末

図 1 に提案手法で想定するネットワーク環境を示す．

との間にファイアウォールや NAT 装置，テザリング端末

ネットワークはいくつかのアクセスネットワーク (セルラ，

などが介在している場合に，プローブパケットをターゲッ

無線 LAN など) とコアネットワークで構成されており，利

トの端末に送信できないため OS ﬁngerprinting を実施でき

用者の端末はアクセスネットワークを介して The Internet

ない．NAT やテザリング環境における OS ﬁngerprinting

に接続することができる．コアネットワークには DNS サー

手法もいくつか提案されている．Beverly[13] は NAT 配下

バ (群) が設置されており，端末はどのアクセスネットワー

のホストを検出する受動的な手法を提案した．Beverly は

クを利用していても当該 DNS サーバへ DNS クエリを送信

NAT 配下のホストの TCP/IP ヘッダの特徴を検出するた

する．また，端末は NAT やテザリングのように他の端末，

めに Naı̈ve Bayes による分類を行っている．Schulz[4] はテ

装置を介してアクセスネットワークに接続される場合も想

ザリング環境下における能動的な手法を提案した．Schulz

定される．そのため IP アドレスは複数の端末で共有され

は ICMP(Internet Control Message Protocol) のエラーパ

ることがある．また，端末に割り当てられる IP アドレス

ケットをターゲット端末の TCP セッションに挿入し，そ

は割り当てられたアドレスの有効期限が切れる，利用する

の返答の振る舞いにおける特徴から OS ﬁngerprinting を

アクセスネットワークが変わるなどで頻繁に変わる．例え

実施している．しかしながら，これらの手法においても監

ばトラヒックの oﬀ-load のために，セルラから無線 LAN

視ノードの設置コストの問題，プローブパケットの送信シ

にアクセスネットワークを変更する場合などが該当する．

ステムの実現における困難性の問題がある．

本稿で提案する OS ﬁngerprinting 手法の流れを以下に
示す．
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( 1 ) 試験環境下で各 OS 搭載端末から送信される DNS ト
ラヒックを収集する．

表 1: Android OS における固有ドメイン名
Table 1 Specific domain names for the Android OS

( 2 ) 収集された DNS トラヒックから，各 OS 特有の DNS
クエリ対象ドメイン，当該ドメインに関する DNS ク

domain names

android.clients.google.com
mtalk.google.com

エリの送信周期といった特徴を抽出する．

( 3 ) 抽出された特徴を OS ごとにデータベースなどに格納
する．

4.1 OS 特有の DNS クエリ

( 4 ) 実際のネットワーク環境において DNS トラヒックを

まず収集された DNS トラヒックから，OS ごとに他の

キャプチャし，収集された DNS トラヒックからネッ

OS が DNS クエリを送信しないようなドメイン名を抽出

トワーク内に存在する端末数を OS ごとに推定する．

した．表 1 に Android OS において抽出された Android

次の節以降では OS から送信される DNS トラヒック

OS 固有のドメイン名を例示する．さらに，Android OS

の解析結果，および解析により抽出された特徴を用いて

が android.clients.google.com に DNS クエリを送信す

Android OS を搭載した端末の数を推定した結果について

る際，以下のような動作をすることが確認された．まず，

述べる．4 節では，DNS トラヒックの解析により抽出され

Android OS は当該ドメインに関する AAAA レコードのク

た特徴の例として，Android OS の DNS クエリの送信にお

エリを送信する．次に Android OS は当該ドメインに関す

ける特徴について述べる．解析によって，Android OS は

る A レコードのクエリを送信する．そして DNS サーバか

DNS クエリにおいて以下の特徴を有することが確認され

らの回答が届いてから平均して 200 ミリ秒後に，回答とし

た．(A) Android OS は他の OS がクエリを送信しないよ

て送られてきた android.clients.google.com の IP アド

うなドメイン (android.clients.google.com) を有する．

レスに対して PTR レコードのクエリを送信する．この PTR

(B) Android OS は当該ドメインに関する DNS クエリを送

レコードクエリを送信する動作は，ほかの google.com の

信する際に，最初に AAAA レコードのクエリを送信し，次

サブドメインに対しても観測された．

に A レコードのクエリを送信する．その後レスポンス内に
記載された IP アドレスの仲の 1 つに対して PTR レコード

4.2 DNS クエリの送信周期

のクエリを送信する．(C) Android OS は当該ドメインへ

次に OS 固有のドメインに対する DNS クエリの送信間

の DNS クエリを，特定の送信周期ごとに送信する．特徴

隔の周期性を解析する．図 2 は，Android OS における

(A)，(B) については 4.1 節，(C) については 4.2 節で詳し

android.clients.google.com へのクエリ 20 日間分にお

く述べる．特徴 (A)，(B) は該当する DNS クエリ単体で

ける送信時刻を示す．図 2 では最初に観測された当該ド

OS を判定できる特徴である．特徴 (C) は，DNS トラヒッ

メインへの DNS クエリの送信時刻を 0 としている．端末

クの収集期間が当該クエリの送信周期よりも短い場合にお

1 と 2 はいずれも Android OS 2.3 を搭載しているが異な

いても，当該期間内に存在する OS 搭載端末の数を推定す

るベンダによって製造された端末である．図 2 を見ると，

るのに有益な特徴である．送信周期の特徴を利用した端末

DNS クエリは毎日同じ時刻に送信される傾向があること

数の推定方法については 4.3 節で詳しく述べる．

が確認できるが，その一方で 1 日の間で 1 回もクエリを送

提案方式による端末数の推定の有効性を，実際に社内の

信しない日や 1 日の間で複数回クエリを送信する日が存在

イントラネットワークに流れる DNS トラヒックを用いて

することも確認できる．端末 2 に関しては，クエリを送信

推定した結果については 5 節で述べる．

したおよそ 3 秒後に再びクエリを送信し，そのさらに 1 時

4. DNS トラヒックの解析結果

間後 (3,600 秒後) にもう一度クエリを送信するような現象
が確認された．

OS ﬁngerprinting に利用する DNS トラヒックの特徴を

図 3 に，android.clients.google.com に対するクエ

抽出するために，OS から送信される DNS トラヒックを

リの 60 日間分を用いて，送信間隔を集計した結果を度数分

収集し解析を行った．各 OS の DNS トラヒックを収集す

布で示す．図 3a に示すとおり，端末 1 においては 21.4%の

るために 4 台のスマートフォン (内 2 台は Android OS 端

クエリがおよそ 86,400 秒 (84,600〜88,200 秒) 後に送信さ

末) を用いた．スマートフォンは無線 LAN を介して The

れていた．また 42.9%のクエリが 1 日以上 (88,200 秒〜) 間

Internet に接続し，アプリケーションのバックグラウンド

隔を空けて送信されていた．上記の結果より，端末 1 にお

での同期，GPS(Global Positioning System) 機能を有効に

いては，1 日ごとにクエリを送信する傾向があるが，1 日

して，操作を行わない状態での DNS トラヒックを収集し

以上送信間隔を空けてクエリを送信する場合が多々ある傾

た．DNS トラヒックは DNS サーバ上でキャプチャした．

向にあると推測される．
一方，端末 2 においては，図 3b に示すとおり，およそ

86,400 秒 (84,600〜88,200 秒) の間隔で送信されているク
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図 2: DNS クエリの送信時刻 (android.clients.google.com)
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図 3: DNS クエリ送信間隔の度数分布 (android.clients.google.com)
Fig. 3 Distribution of query time interval (android.clients.google.com)

エリは 8.7%，1 日以上 (88,200 秒〜) の間隔で送信されて

クエリが 82,800 秒 (81,000〜82,800 秒) 程度の間隔で送信

いるクエリは 13.0%であった．端末 2 では，33.0%のクエ

されていた．上記の結果と図 2 の結果から，端末 2 におい

リが 1,800 秒以下 (そのうちのほとんどのクエリは 3 秒以

てはクエリが送信された約 3 秒後に再びクエリを送信し，

下) の間隔で送信され，16.5%のクエリが 3,600 秒〜5,400

その 3,600 秒から 5,400 秒後にもう一度クエリを送信した

秒の間の間隔で送信されていた．また端末 2 では，6.1%の

後，さらにその 82,800 秒後 (初めのクエリからおよそ 1 日
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後) にクエリを送信する傾向があると推測される．

表 2: 記法

以上の解析結果から抽出された Android OS の DNS ク
エリに関する特徴をまとめると以下となる．

• android.clients.google.com など他の OS が DNS
クエリを送信しない固有のドメインを持つ．

• android.clients.google.com の A レコードの DNS
クエリを送信した 200 ミリ秒ほど後に，先のクエリに
対するレスポンスで返答された IP アドレスについて

Table 2 Notation
Td

ドメイン d の送信周期

Tq

DNS トラヒックデータの収集期間

Qd (Tq )

収集期間 Tq の間に送信されたドメイン d の

Nd1 (Tq )

DNS クエリの数
収集期間 Tq に，ドメイン d の DNS クエリ

Nd2 (Tq )

を 1 回だけ送信する端末の数
収集期間 Tq に，ドメイン d の DNS クエリ

µ2d (Tq )

を複数送信する端末の数
ドメイン d の DNS クエリを収集期間 Tq 内

pd (Tq )

に複数送信する場合の送信回数の期待値
ドメイン d の DNS クエリを収集期間 Tq 内

p2d (Tq )

に送信する確率
ドメイン d の DNS クエリを収集期間 Tq 内

p0d (Td )

に複数送信する確率
ドメイン d の DNS クエリを送信周期 Td 内

PTR レコードのクエリを送信する．
• android.clients.google.com の DNS クエリを毎日
ほぼ同時刻に送信する．しかし，当該ドメインのク
エリを 1 日以上送信しないことがある (端末 1 では

42.9%，端末 2 では 13.0%)．
• android.clients.google.com の DNS クエリを上記
の時刻とは違う時刻でも送信する．その送信パターン

に送信しない確率

は端末によって異なる．

– 例えば，端末 2 においては 1 日に 3 回当該ドメイン
のクエリを送信する．クエリを送信した約 3 秒後に
再度送信し，そのおよそ 5,400 秒後に送信し，さらに

㏦ಙ࿘ᮇ " ௨ୖࡢ㏦ಙ㛫㝸
࡛㏦ಙࡉࢀࡓࢡ࢚ࣜ

㞟ᮇ㛫 ! ෆࡢ㏦ಙ㛫㝸
࡛㏦ಙࡉࢀࡓࢡ࢚ࣜ
,"'

そのおよそ 82,800 秒後 (最初のクエリから 1 日後) に

device 1

#$%)

"

前節で抽出された送信間隔の特徴から，端末数を推定す

#'%&

#$%*
+$%*

+$%)

+$%(

+$%$ +$%'

4.3 OS 搭載端末数の推定

-.

#$%(

#$%& #$%$ #$%'

送信する．

!

"

"

#'%$

#'%'

#'%(

るためには (A) DNS クエリ送信時間には周期性がある，

(B) DNS クエリの送信間隔は想定された周期よりも短い

+'%$

device 2

+'%'

"

時間となる場合がある，(C) DNS クエリの送信間隔は想定

+'%(
"

"

!

された周期よりも長い時間となる場合がある，の 3 つの特
徴を考慮する必要がある．さらに，推定に用いる DNS ト

㞟ᮇ㛫

!

ラヒックデータが，DNS クエリの送信周期より短い期間

図 4: 端末数推定における状況例

で収集されたものである場合を考慮する必要がある．これ

Fig. 4 An example of the estimation situation

は，DNS トラヒックデータが収集されている間アクティ
ブであったにもかかわらず，対象となる OS 固有のクエリ
を送信しない場合が存在することを意味している．この節
では，はじめに上記のように DNS トラヒックデータの収
集期間が，推定に用いる DNS クエリの送信周期よりも短

数 Qd (Tq ) は Qd (Tq ) = N (Tq ) · pd (Tq ) を満たす．よって端
末数 N (Tq ) は以下の式を満たす．

N (Tq ) =

Qd (Tq )
Td
Qd (Tq )
=
pd (Tq )
Tq

(1)

い場合においても，端末数の推定を可能にする方法につい

図 4 の例の場合，収集期間 Tq 内に観測されたクエリ数は

て述べる．次に DNS クエリの送信間隔が，特徴として想

Nd (Tq ) = 3(クエリ q1,0 ，q1,1 ，q1,2 )．さらに収集期間 Tq を

定していた送信周期からずれる場合 (上記の特徴 (B) およ

Tq = Td /2 とすると，端末数 N (Tq ) は N (Tq ) = 3/(1/2) = 6

び (C)) を考慮して端末数を推定する方法について述べる．

と推定される．

以下，後述の説明のため図 4 を例として用いる．また後述
の説明で使用する記法を表 2 にまとめる．
はじめに特徴 (A) を用いて DNS トラヒックデータの収

次に特徴 (B) を考慮した場合の推定方法について述べ
る．特徴 (B) によると，DNS クエリは必ずしも送信周期

Td ごとに送信されず，Td よりも短い送信間隔で送信され

集期間 Tq が DNS クエリの送信周期 Td よりも短い場合

ることがある．そのため，収集期間 Tq の長さによっては，

(Tq < Td ) に端末数 N (Tq ) を推定する方法について述べる．

同一の端末から送信されたクエリが複数観測されることが

このとき，ドメイン d の DNS クエリが収集期間 Tq 内に

あり得る (図 4 におけるクエリ q1,1 ，q1,2 )．そこで，端末数

送信される確率 pd (Tq ) は pd (Tq ) = Tq /Td を満たす．よっ

を正確に推定するためには，同一の端末から送信されたク

て，収集期間 Tq 内に送信されたドメイン d の DNS クエリ

エリ分を観測されたクエリ数 Qd (Tq ) から除く必要がある．
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収集期間 Tq にクエリを複数送信する端末の数を Nd2 (Tq )
とすると，Nd2 (Tq ) は，クエリを複数送信する確率 p2d (Tq )

表 3: 推定式における各変数の値
Table 3 Parameters for the estimate equation

を用いて Nd2 (Tq ) = p2d (Tq ) · pd (Tq ) · N (Tq ) と表される．
今，収集期間 Tq 内に同一の端末からクエリが複数送信さ

Device 1
p0d (Td )

µ2d (Tq )

Tq

p2d (Tq )

れる場合に同一端末から送信されるクエリの数の期待値を

86400

0.357

µ2d (Tq ) とすると，同一の端末から送信されたクエリの数は

43200

0.262

21600

0.143

10800

0.095

2.00

0.071

2.00

(µ2d (Tq ) − 1) · Nd2 (Tq )

=

(µ2d (Tq ) − 1) · p2d (Tq ) · pd (Tq ) · N (Tq )

Td

86400

と表される．よって，式 (1) は以下のように変形される．

5400

2.00
2.00
0.429

2.00

Device 2

N (Tq ) = pd (Tq )

p0d (Td )

µ2d (Tq )

Tq

p2d (Tq )

86400

0.783

43200

0.626

21600

0.539

図 4 の例の場合，端末 1 から送信されたクエリの内，送

10800

0.513

2.05

信間隔が Tq より短いものは 2 つ (q1,1 ，q1,2 ) である．よっ

5400

0.348

2.00

·(Qd (Tq ) − (µ2d (Tq ) − 1) · p2d (Tq ) · pd (Tq ) · N (Tq ))
Qd (Tq )
N (Tq ) =
(2)
(Tq /Td )(1 + (µ2d (Tq ) − 1) · p2d (Tq ))

Td

86400

2.86
2.34
0.130

2.05

て，端末 1 のクエリの送信パターンから送信クエリが複
数送信される確率を算出すると，p2d (Tq ) = 2/6 = 1/3 と
なる．また，クエリが複数送信される場合のクエリ数の

5. 実験

期待値は µ2d (Tq ) = 3 となる．以上から，端末数 N (Tq ) は

提案手法の有効性を検証すべく，社内のイントラネット

N (Tq ) = 3/((1/2)(1 + (3 − 1) · 1/3)) = 18/5 = 3.6 と推定

ワークにおける DNS トラヒックを用いて実際に Android

される．

OS の端末数を推定した．また DNS トラヒックと同時に

最後に特徴 (C) を考慮した場合の推定方法について述

イントラネットワーク内の DHCP トラヒックを収集し，

べる．特徴 (C) によると，DNS クエリは送信周期 Td よ

DHCP による ﬁngerprinting を行い，提案方式による推定

りも長い送信間隔で送信されることがある．式 (1) およ

結果との比較を行った．検証に利用した推定式 (3) の各変

び式 (1) における DNS クエリを収集期間 Tq 内に送信す

数は 4.2 節での端末 1，2 それぞれにおける解析結果から導

る確率 pd (Tq ) は，クエリが必ず送信周期 Td 内に送信さ

出した．各変数の値は表 3 にまとめる．

れる場合において pd (Tq ) = Tq /Td と表される．しかし，

図 5 に表 3 の各変数を用いて端末数を推定した結果

特徴 (C) によりクエリは必ずしも送信周期 Td 内に送信さ

を示す．図 5 の推定結果は 60 日分の DNS トラヒック

れないため，この pd (Td ) において特徴 (C) の事象を考慮

デ ー タ か ら ，各 々 の 収 集 期 間 Tq に お い て 観 測 さ れ た

する必要がある．ある端末が送信したクエリが収集期間

android.clients.google.com ドメインへの DNS クエ

Tq 内に観測されるのは，端末が送信周期 Td 内にクエリ

リの数の平均を利用して算出した．図 5 の誤差範囲は，そ

を送信し，かつ送信した時間と収集期間 Tq が一致する場

れぞれの収集期間 Tq における DNS クエリ数のばらつきに

合である．よって，特徴 (C) がみられる確率を p0d Td とす

よる端末数の推定値の標準誤差の範囲を示す．また図 5 の

ると，クエリが収集期間 Tq 内に送信される確率 pd (Tq ) は

点線は，DHCP による ﬁngerprinting 手法を用いて端末数

pd (Tq ) = (Tq /Td ) · (1 − p0d (Td )) となる．よって，式 (2) か

を推定した結果の 60 日間の平均値を示す．図 5 より，端末

ら端末数 N (Tq ) は以下の式を満たす．

2 の DNS クエリの解析結果から導かれた各変数を推定に

Qd (Tq )
pd (Tq )(1 + (µ2d (Tq ) − 1) · p2d (Tq ))
Qd (Tq )
=
(3)
(Tq /Td ) · (1 − p0d (Td ))(1 + (µ2d (Tq ) − 1) · p2d (Tq ))
N (Tq ) =

用いた場合の推定結果は，DHCP による OS ﬁngerprinting
の結果と近い値をとっている．これより，社内イントラ
ネットワークに存在する Android OS は，端末 2 が示した

DNS クエリにおける特徴に近い特性を有していると推測

図 4 の 例 の 場 合 ，端 末 1 か ら 送 信 さ れ た ク エ リの内，

される．端末 1 については，社内イントラネットワークに

送信間隔が Td より長いものは 1 つ (q1,5 ) である．よっ

存在した Android OS よりも，送信間隔が周期より長くな

て ，端 末 1 の ク エ リ の 送 信 パ タ ー ン か ら 送 信 ク エ リ

る傾向が強く (p0d (Tq ) の値が大きい)，また周期内に送信

が 送 信 周 期 Td 内 に 送 信 さ れ な い 確 率 を 算 出 す る と ，

される DNS クエリの数も小さくなる傾向がある (µ2d (Tq )，

p0d (Tq ) = 1/6 となる．以上から，端末数 N (Tq ) は N (Tq ) =

p2d (Tq ) の値が小さい) ため，推定された端末数が DHCP

3/((1/2) · (1 − 1/6) · (1 + (3 − 1) · 1/3)) = 108/25 = 4.32

OS ﬁngerprinting の結果よりも大きくなったと推測され

と推定される．

る．このことから，推定につかう変数の選定はネットワー
ク内に存在する端末の特性から大きく乖離しないように行
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信される DNS クエリ数) を用いた推定において，提案手法

estimated number of OS devices

40

と DHCP による ﬁngerprinting とで推定された端末数が近

35
Device 1's parameters

30

Device 2's parameters

25

DHCP fingerprinting

い値となった．
今後の課題として，推定を正確に行うためのパラメータ
を抽出する方法の検討，Android OS 以外の OS での提案

20

方法の検証があげられる．
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