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１． はじめに 

現在，ネットワーク管理や故障検知といった目的で，

ネットワーク構成の推定がされている．ネットワーク構

成の推定には，Traceroute を用いる手法や OSPF のリンク

ステートデータベース(以下，OSPF-LSDB)を用いる手法な

ど，様々な手法が提案されている．しかし，いずれの推

定手法も一長一短がある．そこで本研究では，既存の推

定手法を踏まえ，新しい推定手法を提案する． 

まず，2 章で関連研究として既存の推定手法について述

べ，その後本推定手法の方向性を提示する．3 章で，本推

定手法で使用する情報と推定手順について述べる．4 章で

本推定手法の評価実験と考察について述べ，最後に 5章で

まとめる． 

本稿では，ネットワークトポロジに加え，IP アドレス

等を含んだ設定情報をネットワーク構成情報と呼ぶ． 

2 ．関連研究 

本章では，これまでに提案された推定手法について述

べる．その後，本推定手法の方針を提示する． 

立石ら[1]の研究では，大規模 IP 網における故障検知を

目的とし，ネットワークトポロジの迅速な推定手法が提

案されている．立石らの手法は，従来から試されていた

Traceroute を用いた推定に，送受信パケットの並列化と最

適化の 2つを適用することで，高速化を実現している．た

だし，Traceroute を用いた手法は，収集できる情報がネッ

トワークにおけるベストパスに限定されるため，ネット

ワーク全体が把握できない． 

釜崎ら[2]の研究は，ネットワーク管理を円滑にするこ

とを目的としている．釜崎らの手法は，SNMP(Simple 

Network Management Protocol)を用いて収集した OSPF-

LSDB を利用する．OSPF-LSDB にはエリア全体の接続形

態が記述されているため，エリア内のルータ 1台に問い合

わせるだけでエリア全体が把握できる． 

鈴木ら[3]の研究は，ネットワーク実証実験用クラスタ

(ネットワークエミュレーションテストベット)上への実

OSPF ネットワークの模倣を目的としている．収集する情

報は，釜崎らと同様，OSPF-LSDB である．収集方法は，

SNMP 経由ではなく，ルータにログインし，コマンドを使

用する手法を採用している．また，鈴木らの評価実験に

より，OSPF-LSDB を用いた手法で推定できない項目とし

て以下の 3点が挙げられている． 

 OSPF-LSDB を収集するルータが属する OSPF エリア以

外の情報がサマリ LSA という簡略化した形でしか取

得できないため，OSPF マルチエリアが推定できない． 

 推定対象の OSPFネットワーク上で再配布されていない

staticや connectedの経路情報が推定できない． 

 OSPFStubルータのインターフェイスの IPアドレスが推

定できない． 

上記の問題を解決する方法として，推定対象ネットワ

ークを構成する全てのルータから SNMPや telnetでのログ

イン後，設定情報を収集する方法が挙げられている．  

白井ら[4]の研究では，エンドホスト間の RTT を用いて

ネットワークトポロジを推定する手法が提案されている．

RTT を用いるため，特別なプロトコルを用いる必要が無

い．さらに，ネットワークへの負荷が少なく，高速であ

ることが特徴とされている．その一方，測定結果の変動

によって推定結果も変動してしまう．そのため，特別な

プロトコルを用いた手法に比べ決定的な推定ができない． 

Rodriguez[7]の研究では，Cisco 独自プロトコルである

Cisco Discovery Protocol (以下，CDP)を用いて収集した情

報を基に推定する手法が提案されている．CDP では，IP

アドレス等の情報に加え，機器の検出ができるため，厳

密な推定ができる．その一方，Cisco 独自のプロトコルで

あるため，推定対象のネットワークを構成する全ての機

器が Cisco社製である必要があり，汎用性に欠ける． 

日本電信電話株式会社が取得した特許[5]では，モニタ

ハブと呼ばれるパケット収集用の機器を用いて LAN 内の

パケットを収集する．そして，収集したパケットの中か

ら DHCP・ARP パケットを用いてネットワークトポロジ

を推定する．この手法では，SNMP や Traceroute に未対応

の機器が存在しても推定できる．しかし，専用機器であ

るモニタハブを用意する必要がある． 

日立ソフトウエアエンジニアリング株式会社が取得し

た特許[6]では，ping と SNMP を併用し情報を収集する．

そして，収集した情報を基に，機器の存在可能性を「存

在する」「低い」「存在しない」の 3段階に分類し，ネッ

トワーク構成情報を推定する． 

関連研究の特徴を表 1にまとめる．この表から分かるよ

うに，どの推定手法も一長一短がある．CDP を用いる手

法は厳密であるが，ベンダー依存があり汎用性に欠ける．

一方，OSPF-LSDB を用いた手法は，OSPF エリア内に対

しては有効であるが，いくつかの課題が残されている．

そこで，本研究では汎用的な SNMP を用いて，MIB-

II[8][9]を収集情報とすることで，OSPF-LSDB を用いた手

法の課題を解決し，推定の精度を上げる手法を提案する． 
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表 1 : 関連研究の比較 

 
 

表 2 : 使用 MIB一覧 

 
 

3．本推定手法について 

本章では，今回提案する推定手法について述べる．ま

ず，1 節で推定に使用する情報について述べる．次に，2

節で具体的な推定手順について述べる．最後に，3 節で推

定したネットワーク構成情報をユーザに提示する方法に

ついて述べる． 

3.1 推定に使用する情報について 

本推定手法では，SNMP を用いて，推定に使用する情報

を収集する． SNMP 経由で収集する情報は MIB-II とする．

理由は以下の通りである． 

 OSPF-LSDB を用いた手法の改善方法として，SNMP か

telnet を使用することが挙げられていた．telnet を使

用した場合は，対象機器へログイン後，コマンドを

使用し情報を収集する．しかし，収集した情報には

ベンダー依存がある．一方，SNMP を使用すれば，

ベンダーに依存しない情報が収集できる．そのため，

汎用性が高い SNMPを使用する． 

 MIB-II は，SNMP が使用できる機器には標準で実装さ

れている MIBであり，ベンダーに依存しない． 

 MIB-II には，ルーティングテーブルに関する情報が含

まれているため，OSPF 以外のルーティングの設定を

推定できる可能性が有る． 

収集した MIB-IIの中で，推定に使用する MIBを表 2 に

示す．また，本推定手法では，OSPF-LSDB を使用する手

法において改善方法として挙げられていた，推定対象ネ

ットワークの全ての機器から情報を収集する方法を採用

する．  

3.2 推定手順について 

本節では，3.1 節で述べた MIB を基にどのような手順で

推定するか述べる．本推定手法では，推定対象ネットワ

ークを構成する全ての機器から MIB を収集する．そして，

収集した MIB を使用し，機器毎に設定情報を推定する．

最後に，機器毎の推定結果を統合して，ネットワーク構

成情報を推定する．機器毎に推定する設定情報は以下の 4

点である． 

 インターフェイスに関する推定 

1. 推定対象機器の ifTyep を参照し，インターフェイス

の種類が FastEthernetまたは Serial の場合，推定対

象インターフェイスとし処理 2へ移る． 

2. 推定対象インターフェイスの MAC アドレスを

ifPhysAddressから取得する． 

3. 推定対象インターフェイスに IP アドレスが設定され

ている場合は，IP アドレスを ipAdEntAddr，サブ

ネットマスクを ipAdEntNetMaskから取得する．取

得の際，推定対象インターフェイスの ifIndex と

ipAdEntIfIndexを対応させる． 

取集情報 特徴 

Traceroute 〇 SNMP や CDP 等の特別なプロトコル

を使用しなくて良い． 

× 収集できる情報がネットワーク上のベ

ストパスのみに制限される． 

OSPF 

(SNMP経由 

または 

telnet経由) 

〇 エリア内のルータ１台から収集でき

れば良い． 

× OSPF-LSDB のみでは推定に限界があ

り，更なる厳密な推定には全ての機器

から SNMPまたは telnet を用いて情報を

収集する必要がある． 

RTT 〇 ネットワークへの負荷が少なく，高

速に推定できる． 

× 決定的な推定ができない． 

CDP 〇 詳細な情報が収集できる． 

× 独自プロトコルのため汎用性に欠け

る． 

モニタハブ 〇 使用するのは DHCP・ARP パケット

のみである． 

× 専用のパケット収集機器が必要． 

SNMP + ping 〇 機器の存在可能性を複数段階で推定

できる． 

OID 説明 

インターフェイスに関する MIB 

ifNumber 機器のインターフェイス数 

ifIndex Index 番号 

ifType インターフェイスの種類 

ifPhysAddress MACアドレス 

ifAdminStatus インターフェイスの状態 

IPアドレスの設定に関する MIB 

ipAdEntAddr IPアドレス 

ipAdEntIfIndex ifIndex との対応 

ipAdEntNetMask サブネットマスク 

ルーティングテーブルに関する MIB 

ipRouteDest 宛先ネットワークアドレス 

ipRouteIfIndex ifIndex との対応 

ipRouteNextHop 宛先ルートの NextHop 

ipRouteType ルートのタイプ 

ipRouteProto 使用プロトコル 

ipRouteMask 宛先ルートのサブネットマスク 

OSPFの設定に関する MIB 

ospfRouterId ルータ ID 

ospfASBdrRtrStatus ASBR フラグ 

ospfIfIpAddress OSPFが有効な IPアドレス 

ospfIfAreaId OSPFエリア ID 

ospfIfAdminStat OSPFが有効なインターフェイス 

ospfIfRtrPriority OSPFプライオリティ 

ospfIfMetric OSPFコスト 
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4. 推定対象インターフェイスの状態(up または down)を

ifAdminStatusから取得する． 

 staticルーティングに関する推定 

static ルーティングは，OSPF の様に専用の MIB が存在

しない．そのため，ルーティングテーブルに関する MIB

を用いて推測する． 

1. 推定対象機器のルーティングに関する MIB の中で，

ipRouteType が indirect かつ ipRouteProto が local の

ルートを staticルーティングとする． 

2. static ルーティングと判定した ipRouteType と同じ

index 番号を保持する ipRouteDest・ipRouteMask・

ipRouteNextHop の 3 つの MIB を用いて，推定対象

機器に設定されている staticルーティングを推定す

る． 

 RIPに関する推定 

RIP に関する推定も static ルーティングに関する推定と

同様，ルーティングテーブルに関する MIB を用いて推定

する．RIP に関する推定では，推定対象ネットワークの全

ての機器から必要な情報を抽出した後に，各機器の RIP

に関する設定を推定する． 

1. 推定対象機器の ipRouteProtoが RIP の場合，RIP が設

定されていると判定し，ipRouteRroto と同じ index

番号を保持する ipRouteDestと ipRouteNextHopを一

時的に保持する． 

2. 1 の処理を推定対象ネットワークの全ての機器に対し

て実行する． 

3. RIPが設定されていると判定した機器の中から，任意

の機器の NextHop のアドレスを取得する．そして，

その NextHop のアドレスを保持する機器を一時保

存した情報から検索する． 

4. 任意の機器の ipRouteDest の値が，検索結果の機器の

インターフェイスが属するネットワークアドレス

と同じ場合，検索結果の機器に RIP が設定されて

いると判定する． 

5. 任意の機器の ipRouteDest の値が，検索結果の機器の

インターフェイスが属するネットワークアドレス

と異なる場合は，検索結果の機器の ipRouteDest を

走査し，3 で選んだ任意の機器の ipRouteDest と同

じ値を探す．そして，その ipRouteDest と同じ

index番号を持つ NextHop のアドレスを取得する．

そして，この NextHop の値を用いて処理 3 へ戻る． 

以上の処理を繰り返すことで，各機器の RIP に関する

設定を推定する． 

 OSPFに関する推定 

OSPF に関する推定は，先行研究として OSPF-LSDB を

用いた手法があるが，本研究では先行研究と異なる方法

での推定を試みる． 

1. 推定対象機器の OSPFに関する MIBを参照し，OSPF

が設定されているかを判定する．設定されている

場合は処理 2へ移る． 

2. ospfRouterIdからルータ IDを取得する． 

3. ospfASBdrRtrStatus から AS 境界ルータかを判定する． 

4. ospfIfAdminStat が 1 ならば，OSPF が有効なインター

フェイスだと判定する． 

5. ospfIfIpAddress から OSPF のネットワークアドレスを，

ospfIFAreaIdからエリア IDを取得する． 

6. ospfIfRtrPriority からプライオリティを，ospfIfMetric

からコストを取得する． 

7. 2~6 で取得した情報を用いて，推定対象機器の OSPF

に関する設定を推定する． 

3.3 ユーザへの提示方法について 

本節では，推定結果をユーザに提示する方法について

述べる．関連研究では，Web ブラウザを用いたシステム

[2]やネットワーク実証実験用クラスタ上に再現するシス

テム[3]がある． 

本研究では，ユーザへの提示方法として，我々が開発

してきた仮想マシンを用いた IP ネットワークテスト環境

[10]を使用する．本環境は，仮想マシンを用いることで，

1 台の PC 上で仮想的なネットワークを構築できる．今回，

3.2 節で推定した各機器の設定情報を，仮想マシンに適用

することで推定したネットワークをユーザへ提示する． 

4.評価実験と考察 

本章では，本推定手法の評価実験について述べる．評

価実験の手順は以下の通りである． 

1. 評価実験用のネットワークを構築する． 

2. 構築した評価実験用ネットワークを構成する全ての機

器から MIB-IIを収集する． 

3. 収集した MIB-II を基に推定し，その推定結果と評価実

験用ネットワークを比較する．さらに，推定に要し

た時間を計測する． 

今回の評価実験で使用するネットワークのトポロジを

図 1に示す．このネットワークトポロジは，鈴木らの研究

で用いられた評価実験用のネットワークを参考に作成し

た．今回，推定するのは以下の 5パターンである． 

 staticルーティング：各ルータに staticルーティングを設

定する． 

 RIP：各ルータに RIPを設定する． 

 OSPFシングルエリア： 各ルータに OSPFを設定する．

このネットワークは鈴木らの評価実験で用いられた

ネットワークとほぼ同一のネットワークである． 

 OSPF マルチエリア：2 章で挙げた OSPF-LSDB を用い

た手法推定できない項目の 1 つ目に該当する設定を

施す．OSPFシングルエリアの設定に加え，R1~R3を

エリア 0，R4~R6をエリア 1として設定する． 

 OSPF と staticルーティングとの混合環境：2章で挙げた

OSPF-LSDB を用いた手法で推定できない項目の 2 つ

目に該当する設定を施す．⑦のネットワークに OSPF

を設定せず，その代わりに staticルーティングを使用

する． 

また，各機器には，表 3で割り当てたプライベートアド

レスを設定する．さらに，OSPF を使用する際は，コスト

が正確に推定できることを確かめるために，表 3の通りに

コストを設定する． 

上記の評価実験用ネットワークを構築後，各機器から

取集した MIB-II を基に，本推定方法を用いて推定した．

その結果，全てのパターンで推定結果と評価実験用ネッ

トワークが同一であることを確認した．確認方法は，評

価実験用ネットワークのルータのルーティングテーブル

とユーザ提示用のテスト環境上のルータのルーティング

テーブルを比較した．さらに，PC1から PC2~4への 
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図 1：評価実験用ネットワークトポロジ 
 

表 3 : 評価実験用ネットワークの設定 

 

Traceroute の実行結果が，評価実験用ネットワークと推

定結果のネットワークで同じであるかを比較した． 

以上の評価実験より，本推定手法では OSPF-LSDB を用

いた手法と同様に，OSPF シングルエリアの推定ができる

ことが判明した．そして，OSPF-LSDB を用いた手法で推

定できない項目として挙げられていた OSPFマルチエリア

と，OSPF と static ルーティングの混合環境の推定ができ

た．さらに，ルーティングに関する MIB を使用すること

で，OSPF 以外に static ルーティングと RIP の設定も推定

できた．また，推定に要した時間は，MIB を収集し終え

ている前提で，OSPF シングルエリアで 90 秒程度であっ

た．これには，MIB を基に機器の設定情報を推定する時

間と，ユーザ提示用の仮想ネットワークを構築する時間

が含まれている． 

ただし，評価実験を通して，本推定手法では推定でき

ないネットワークがあることも分かった．例えば，RIP と

static ルーティングの混合環境である．本推定手法では，

ルーティングテーブルを用いて推定している．そのため，

ルータの中で優先度が低く，ルーティングテーブルに現

れていないルートに関しては推定できない．具体的には，

RIP と static ルーティングの混合環境で，デフォルトのメ

トリックの場合，static ルーティングが優先される．その

ため，RIP に関してはルーティングテーブルに現れないた

め推定できない． 

5．おわりに 

本論文では，厳密な推定を目的とし，MIB-II を用いた

ネットワーク推定手法を提案した．評価実験の結果，先

行研究である OSPF-LSDB を用いた手法と同レベルのネッ

トワークが推定できた．そして，OSPF-LSDB を用いた手

法では，推定できないとされていたパターンの OSPFネッ

トワークも推定可能であることが分かった．さらに，RIP

や static ルーティングを用いたネットワークも推定できた． 

今回提案した推定手法は，レイヤ 3に限定したものであ

る．しかし，先行研究として，レイヤ 2の推定[11]~[13]も

されている．そのため，今後はレイヤ 3とレイヤ 2を同時

に推定することを目標とする．  
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番号 ネットワークアドレス OSPFコスト 

① 192.168.0.0/24 3 

② 192.168.1.0/24 1 

③ 192.168.2.0/24 10 

④ 192.168.3.0/24 3 

⑤ 192.168.4.0/24 1 

⑥ 192.168.5.0/24 5 

⑦ 192.168.6.0/24 10 

⑧ 192.168.7.0/24 1 

⑨ 192.168.8.0/24 1 

⑩ 192.168.9.0/24 3 

⑪ 192.168.10.0/24 3 
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