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制御システムを安定して運用するためには，ネットワークを安定して運用することが必要である。しかし，こ
れまでのネットワーク管理システムや可視化システムは十分な機能を有していない。そこで，我々は，管理者が
ネットワーク通信の状況を素早く把握するためのネットワークトラヒック可視化システムを構築した。システム
要件を検討し，この要件を元にキャプチャツールとトラヒックビューアにより構成されるシステムを開発した。
ネットワーク機器に接続されたキャプチャツールはパケットを採取し，トラヒックビューアはパケットが送信元
ホストから宛先ホストへ移動する様子をアニメーションで描画する。制御システムにて開発したネットワークト
ラヒック可視化システムの評価実験を行った。その結果，不審な通信など制御システムの安定運用を阻害しかね
ない事象を検出することが可能であった。

Stable network operation is indispensable for stable operation of industrial control systems.
However existing network management systems and visualization systems do not have enough
functions for understanding the condition of their networks. Yokogawa has developed a system
for visualizing network traffic that helps operators to quickly understand the current network
condition. A network traffic visualization system consisting of two major components, a
capturing tool and a traffic viewer, was developed to satisfy the requirements. The capturing
tool connected to a network device gathers network packets and send them to the traffic viewer,
which visualizes the state of all packets from sources to destinations. The evaluation with an
actual industrial control system proved that this system can detect undesirable events such as
suspicious transactions that may disturb stable operation of industrial control systems.
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は難しいため，これを管理者が自ら確認する必要がある。

把握できるように，ネットワークトラヒックを可視化す

管理者は，まずネットワークの通信状況を把握するこ

る技術を開発したので報告する。本可視化技術を通して

とから開始するが，このためには可視化技術が有効であ

ネットワーク管理者は，ネットワーク全体の通信状況を

る。しかし，従来技術は通信状況の統計値を描画するた
めだけのものであり，ネットワーク全体の通信状況を直
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感的に把握するためには不十分である。そこで，管理者
が直感的に通信状況を把握できるようにトラヒックを可
視化するシステムを実現した。
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●● トラヒックビューア

3. 可視化システム

キャプチャツールで採取されたパケットを描画する。

まず，要件を定義し，その要件を満たすトラヒック可

本トラヒックビューアも不要なパケットを描画しない

視化システムを構築する。

ようにフィルタリング機能を有している。

3.1 可視化システム要件

本システムを使用する際に必要であるのは，ネットワ

管理者がネットワーク全体の通信状況を直感的に把握

ークスイッチ，ルータなどのネットワーク機器のミラー

するための可視化システムに対する要件を以下に示す。

リング機能を有効にするのみであり，各 PC へのクライ

1) 操業に影響が出ないこと

アントのインストールは不要である。よって，制御シス

本システムを導入することでプラントの操業に影響

テムへの影響はほとんどない。

がでないことは必須である。
2) 理解が容易であること

3.3 アニメーション描画

ネットワークやセキュリティの専門家でないエンジ
ニアが見ても利用できることが求められる。

管理者がネットワーク通信の状況を素早く直感的に把
握するために，トラフィックをアニメーションで描画する。

3) 柔軟性があること

●● 描画

全てのパケットを可視化すべきであるが，管理者が

各機器間でのネットワーク通信を，アニメーション

可視化不要と判断したパケットはフィルタリングし，

を用いて表現する。全てのパケットを２次元のネット

描画しないようにすることが望まれる。

ワーク図上に描画することを基本とする。各パケット

4) リアルタイムに可視化すること

は送信元ホストを出発し，宛先ホストへ到達する様子

ネットワークの状況を把握するためには，可能な限

をアニメーションによって描画される。また，３次元

り素早く可視化出来る必要がある。なお，本稿では，

に描画する方式では，各パケットの高さは宛先ポート

リアルタイムとは厳密な意味ではなく，無駄にバッフ
ァリングせず，可能な限り迅速に処理する事を目指し
ている。

番号を意味するように表現する。
●● 色づけ
各パケットは，プロトコルや宛先ネットワークなど

5) 障害発生時の様子を再現できること

によって描画色を変更できるようにする。

障害の原因を特定するためには，障害が発生した時

●● 詳細情報

点まで戻って解析する必要がある。よって，ネットワ

リアルタイムにトラヒックを描画していると各パケ

ークトラヒックを保存しておき，再現する機能が必要

ットの詳細情報を見ることができない。これを解決す

である。

るため，描画を一時停止し，パケットの詳細情報を表
示できるようにする。

3.2 構成
可視化システムの構成を図 1 に示す。本システムは以
下の各モジュールから構成される。

4.1 システムの設置
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ネットワーク２

ある。一例としてとして図 2 に，典型的な制御システム
のネットワークを示す。
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4. システムの設置と評価
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図 1 可視化システム構成
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アへ転送すると同時に，ハードディスクへ保存する。
本ツールは，不要なパケットを採取しないようにフィ
ルタリング機能を有している。
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図 2 適用ネットワーク例
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●● 複数個所に設置
本システムは，キャプチャツールでパケットを採取
し，これを描画する方式を採用しているため，キャプ
チャツールに到達しないパケットは描画できない。し
たがって，キャプチャツールは，ネットワーク上に複
数設置が可能なように設計した。この場合，複数の箇
所に設置されたキャプチャツールは，ミラーされたパ
ケットを採取し，ビューアへ送付する。これをビュー
アが集約して描画する。
●● 効果的な設置場所
理想的には全てのネットワークスイッチにキャプチ
ャツールを設置すべきであるが，難しい場合は，選択

図 4 ポートスキャンの描画例（２次元表示）

したネットワークスイッチに設置することになる。ネ
ットワークの内部を監視したい場合，通信の中心に位
置する Layer2 スイッチに設置するのが良い。また，

●● ホストへのポートスキャン（３次元表示）
図 5 は，あるホストへの通信を３次元で表示したも

外部ネットワークとの通信を監視したい場合は，デフ

のである。この表現例を見ると，あるホストへのポー

ォルトゲートウェイなどに設置するのが良い。

トスキャンが発生していることがわかる。前項では２
次元表示であったが，この３次元表示版である。

4.2 システムの動作例
制御システムに本システムを適用し，動作実験を行っ
た。いくつかの描画例を以下に示す。
●● 通常時
ネットワークに問題のない，通常の状態を可視化し
たものを図 3 に示す。この時点で，どのホスト同士が
通信しているのかを，ホスト間の線で示している。

図 5 ポートスキャンの描画例（３次元表示）
●● あるホストからの大量通信
図 6 は，あるホストがマルウェアに感染し，多ホス
トへ大量のパケットを送信している様子を示している。

図 3 通常時
●● ホストへのポートスキャン（２次元表示）
図 4 は，あるホストが大量の通信を発生させている
状況を示している。これは，当該ホストがマルウェア
に感染し，侵入対象を探している様子である。本シス
テムは，パケットがひとつ発生すると，ホスト間を線
で描画する機能を有している。これにより，特定のホ
スト間で大量の通信が発生すると，大量の線が描画さ
れるため，太い線が描画されているようにみえる。
図 6 大量通信の描画例
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4.3 システム評価
要件に基づいて開発したシステムを定性的に評価した。
1) 操業に影響が出ないこと
本システムを使用するためには，ネットワーク機器
にミラーリングの設定を施すのみであり，なんらかの
クライアントを各 PC へインストールするものではな
い。よって，制御システムへの影響はほぼ無視できる。
2) 理解が容易であること
ネットワークの専門家でないエンジニアが見ても，

●● 必要な通信の不在
制御システムにおいて，全ての通信は把握され，管
理の下に置かれている。設定ミスなどにより，存在し
なければならない通信が不在であることも把握でき，
対処することが可能となる。

5. おわりに
プラントやネットワークの管理者がネットワークの状
況を把握するための可視化システムを実現した。まず，

通常の通信とは様子が違う通信の発生を視覚的・直感

システムに求められる要件をまとめ，これを基に可視化

的に捉えることができる可視化を実現した。本システ

手法を提案し，実装，評価を行った。

ムはフィルタリング機能をもっており，管理者が描画

今後の課題としては，不正通信の検出や正常通信の不

必要と判断したパケットのみを描画するため，理解が

在の検出を自動で行うツールの提供がある。自動で解析

容易となった。また，プロトコルや宛先ネットワーク

することは困難であるが，管理者が定義した内容を基に

により描画の色を変更可能とし，理解をさらに容易に

解析するツールを導入し，不要なパケットをある程度自

した。

動的にフィルタリングする機能等を構築していきたい。

3) 柔軟性があること
キャプチャツール，ビューアの両方でフィルタリン

本技術は，独立行政法人 情報通信研究機構との共同研
究の成果である。関係者各位に深謝する。

グ機能を実現したことにより描画するパケットを選択
することができ，柔軟に描画することが可能となった。
また，これは上記の理解が容易であることにも貢献し
た。
4) リアルタイムに可視化すること
本システムでは，バッファリングせずに描画する事
により，リアルタイム性を確保した。
5) 障害発生時の様子を再現できること
キャプチャツールにはパケットを保存する機能をも
たせ，管理者が開始時間を指定し描画すれば，後から
でも再現することが可能となった。
4.4 本システムによる効果
本システムによる効果をまとめる。
●● 正常ではない通信の検出
観測対象ネットワークの外部との通信が存在してい
れば，直ちに発見できる。これは把握していない機器
がネットワーク上に存在している，あるいはネットワ
ーク上の機器から予想しない外部への通信が発生して
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いることを意味し，何らかの対応が必要となる。
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