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本研究では，通信の情報を主に音の要素 (音高・音量・音色) に変換することで、音の変化により通信状態の変化を直
感的に理解できるネットワーク異常検知手法を実現した．既存の音による異常検知システムは，パケット情報やフロー
情報に対して特定の楽器音や自然音に割り当てていたため，使用者は事前に音の割当を学ばなければならず直感的に使
用できなかった．本手法の提案に伴い、本手法を実現するシステムを設計・実装し，手法の検証と評価を行った．その結
果，事前知識が無くとも，音の変化のみでネットワーク異常検知が行えることを実証した．本研究により、ネットワー
クの知識やネットワーク異常検知のソフトウェアの利用経験がない者でも直感的な異常検知が可能となり，また，ネッ
トワーク監視画面を凝視し続ける必要がなくなった．これにより，ネットワークの総合的な監視コストが軽減された．

1 はじめに
1.1 ネットワーク監視の問題点
ネットワーク監視を行いネットワーク異常を発見するに
は，ネットワークについて精通していなければ難しい．ま
た，ネットワークに精通していたとしても，TCPDUMP
や IDSなどのソフトウェアを使用して，通信状況を把握
するには，時間と手間がかかる．さらに，ネットワーク監
視を行うには，監視画面を凝視する必要がある．このよう
にネットワーク監視を行うには，様々なコストがかかる．
1.2 目的
本研究では，ネットワーク通信を可聴化することにより，
異常な通信の発生を含む通信状況の変化を音で直感的に把
握出来るようにすることを目指す．そして通信の状況を直
感的に把握可能にすることにより，総合的なネットワーク
監視コストの軽減を目的とする．

2 関連研究
音を使用したネットワーク異常検知の代表的な既存研究
を２つ示す．
PeeP[1]はサーバ上のログを解析しその内容に対して鳥
の鳴き声や滝の音などの自然の音を割り当てたシステムで
ある．具体的には，通信量やサーバ負荷などの継続的に監
視しなければならない数値は滝の音や風の音に割り当てら
れている．
Stetho[2]はリアルタイムに TCPDUMPで出力された
パケットの情報をMIDIに変換して音として出力するシス
テムである．具体的には，特定のプロトコルに対して特定
の楽器音を出力している．
既存のシステムでは，ユーザが事前に情報と音のひも付
けを学習する必要がある．そのため，直感的に使用できな
いという問題があった．

3 提案手法
通信のフロー情報を主に音の要素 (音高・音量・音色)
に変換することで、音の変化により通信状態の変化を直感
的に理解できるネットワーク異常検知手法を提案する．
3.1 提案手法によるネットワーク異常検知の戦略
事前に正常状態のネットワークが起こす音の変化を，ユー
ザが感覚的に把握することによって，ネットワーク異常発
生に伴う音の変化を聞いた時に，その音の違いから直感
的にネットワーク異常を検知する．本提案手法によって，
ネットワーク毎にシグネチャや正常の定義を行う必要がな
くなる．

4 音の設計
4.1 不快を感じさせない音の設計
音の三要素 (音高・音量・音色)と，音楽の三要素 (ハー
モニー・リズム・メロディ)を利用して不快を感じさせな
い音を設計する．
音高 可聴域の中でも人間が聴きやすいと感じる音は，
500Hz から 5000Hzである．そこで，使用する音高の音階
は 500Hzから 5000Hz以内の音階に限定する．また平均

律に従った音階によって音を出力する．
音量 人間は音量に対して受ける印象は薄く，記憶にも
残りにくいため，細かい音の変化を感じとりにくい．そこ
で，音量を三段階に分けて使用する．
音色 楽器音を採用する．また，アコースティックギター
やシェーカーなど複数の楽器音を使用する．
ハーモニー 出力する音は，主に和音として出力する．使
用する和音としては，「楽しい」や「安定した」という印象
を与える長三和音を使用する．
リズム 主にテンポを変更する音の要素の対象とする．最
初にテンポの出力範囲について述べる．まず使用するテン
ポとしては，極端に速いテンポや極端に遅いテンポは使用
しない．
メロディ 音高の変化から，メロディが生まれることか
ら，メロディに関しては具体的な設計を行わない．
4.2 通信の要素と音の要素のひも付け
割り当て 単位時間あたりのパケットの流量を，音高

と，音量に割り当てた．また，単位時間あたりのパケット
数はリズム (テンポ)に割り当てた．
極性 単位時間当たりのパケットの流量が増加したら，

音高と音量を増加させる．そして単位時間あたりのパケッ
ト数が増加したら，リズム (テンポ)を速くする．

5 実装
本研究で実装したシステムは，パケットキャプチャ部，

情報加工部，音変換部の 3つの部分で構成される．図 1に
て実装の全体図を示す．

図 1: 実装概要図

6 検証
提案した手法が実現できたかについて検証実験を行った．

6.1 検証実験概要
本実験では，23人の被験者にサーバに来た 7分間の通

信を可聴化した音を，録音したものを２つ (音１と音２)
聞いて貰った．どちらの録音も最初の 4分間は正常な通信
を可聴化したものを収録した．その後の後半 3分間の可聴
化通信は，異常がある通信の音と，正常な通信のみの音に
分かれる．被験者にはこの 2つ通信を聞いて貰い，前半の
4分間は正常な音を学習して貰い，その後の 3分間で異常



があったを感じた瞬間に，その検知時間をボタンを押して
記録して貰った．
音 1が異常を含む通信を可聴化した音である．音 1の通
信では，通信通信開始後 270秒から 271秒にかけてポー
トスキャンが行われている．また，通信開始後 343秒から
385秒にかけて DoSが行われている．

6.2 検証結果

音 1に対して被験者が異常を感じた瞬間を図 2に示す．
被験者のほぼ全員がポートスキャンと DoS攻撃を検知で
きたことが分かる．しかし，反対に異常が発生してない時
間帯でも多くの被験者が異常が発生したと判断している．
音 2 では，23 人中 16 人の被験者が通信に何も異常は無
かったと判断した．

DoS攻撃ポートスキャン誤検知
① ② ③

図 2: 音 1に対して異常を感じた瞬間

結果からは，被験者が音の変化によりネットワーク異
常を検知し，「異常を感じた」ボタンを押したかが厳密に
は証明出来ない．そこで音 1と音 2に対して被験者ばボ
タンを押した回数の情報を使用して，本当に有意か否か
を t 検定を使用して検証した．その結果 (表 1)，p 値が
0.0000000017であった．p値が 0.05以下のため，本検証
結果は有意性ありと言える．

表 1: t検定の結果

音 1 音 2

平均 4.6086956521 0.7826086956

分散 2.2490118577 1.72332015810

P(T<=t) 両側 0.0000000017

t 境界値 両側 2.0738730679

7 評価
7.1 評価実験概要

被験者全員に一部屋に集め，スピーカーを通して 1時間
監視対象サーバの通信を可聴化した音を聴かせた．被験者
には事前に知らせずに監視対象サーバに DoS 等の攻撃を
仕掛け，その音の変化に被験者が気がつくかを検証した．
また，ネットワーク異常の発生に気がついた被験者がどの
様な行動を取るのかについても Nagios等を使用して記録
した．また，音に対しての反応や感想を調査した．

7.2 システムの評価

まず (1) ポートスキャンが発生した 15:20 付近で，集
中的にアクセスをした被験者は 1と 2だけであった．また
被験者 1，2 は，ポートスキャンが発生する直前でも，集
中的に Nagios にアクセスしている．そのため，被験者が
ポートスキャンによって引き起こされた音の変化から異常
が検知出来たとは言い切れない．次に (2)Dos が発生した
15:30から 15:37付近では，４人の被験者が 15:30 を境に
集中的にアクセスしてることが分かる．

DoS攻撃ポートスキャン
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図 3: Nagiosへのアクセス時間
本実験中では被験者 7人中 4人が異常があったと報告

した．そして４人全員が 15:30分付近に何かしらのネット
ワーク異常が発生したと報告した．その報告された異常
の原因の推察内容としては，原因不明が 1件，ブルート
フォースが 2件，プロセス数の急上昇が 1件であった．
本結果から発生期間の短いネットワーク異常は音の変化

も短いため，使用者に異常と判断されない，または異常を
見逃される恐れが高いと考えられる．また，使用者が仕事
や作業に集中している場合音の変化に対する認識が低下
し，ネットワーク異常による音の変化に気がつかないこと
が分かった．
7.3 音の評価
本システムが出力する，可聴化された通信の音に対し

て，生理学的評価，感性工学的評価，アンケート評価を
行った．
生理学的評価 唾液アミラーゼモニターを使用して実

験開始直後と，実験終了後の人間のストレス値の差から，
音に対してストレスを感じた度合いを計った．その結果，
被験者達の実験開始直後の唾液中アミラーゼ値の平均値は
38.71kIU/Lで，標準誤差は 13.02であった．そして，実
験終了後の唾液中アミラーゼ値の平均値は 48.28kIU/Lで
標準誤差は 12.92であった．実験の結果被験者のストレス
値は上昇したことが分かる．
感性工学的評価 SD法を使用して音に対して被験者

が抱くイメージを計った．SD 法では具体的に，反意語の
ある修飾語 (「明るい-暗い」等)を複数用意し，それらを
両端に置いた５段階の評価尺度に対して評点を付けるとい
うことを行う．SD法の結果，回答項目の中で，突出した
値が見られたのは「疲れる」「動的」「地味な」の 3項目で
あった．本結果から，本システムが出力する音が動的かつ
地味な音であるため，被験者に疲労感を感じさせてしまっ
たと考えられる．
アンケート評価 本システムが出力した音に対しての

感想を，５段階アンケートを使用して調査した．アンケー
トでは，音の聞き取り易さ，音の変化の明瞭性，システム
の使用感や音の変化の主観的な感想を中心とした 5 つの
質問事項を記述した．その結果，本システムが出力する音
に対して若干疲労感を感じたものの，音や音の変化自体は
聞き取りやすかったという結果が得られた．

8 結論と今後の展望
本研究により，ネットワークの知識やネットワーク異常

検知のソフトウェアの利用経験がない者でも直感的な異常
検知が可能となった．これにより，ネットワークの総合的
な監視コストが軽減された．
本研究の今後の展望としては，ネットワーク異常発生時

の認識の向上と，使用者に負担がかからない音の使用が挙
げられる．
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