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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通信途中のパケットから目的とするデータを抽出するパケットデータ抽出装置であって
、
通信途中のパケットを一時的に記憶する一時記憶部に格納されている対象パケットのペ
イロードを参照して、当該対象パケットのペイロードに含まれるメッセージのプロシージ
ャ名を確認するプロシージャ名確認手段と、
上記プロシージャ名確認手段によって確認されたプロシージャ名にあらかじめ対応付け
られた、目的データの格納位置を示すデータ位置情報に従って、該データ位置情報によっ
て特定される目的パケットのペイロードから目的データを取得する目的データ取得手段と

10

、を備えることを特徴とするパケットデータ抽出装置。
【請求項２】
対象パケットがメッセージの先頭部分を格納しているパケットであるか否かを確認する
パケット確認手段をさらに備え、
上記プロシージャ名確認手段は、上記パケット確認手段によって、対象パケットがメッ
セージの先頭部分を格納していることが確認された場合のみ、当該対象パケットのペイロ
ードに含まれるメッセージのプロシージャ名を確認するものであることを特徴とする請求
項１に記載のパケットデータ抽出装置。
【請求項３】
上記目的データ取得手段は、上記データ位置情報によって指定された位置のデータのみ
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を取得することを特徴とする請求項１または２に記載のパケットデータ抽出装置。
【請求項４】
ＶＭＭに設けられることを特徴とする請求項１または２に記載のパケットデータ抽出装
置。
【請求項５】
通信途中のパケットから目的とするデータを抽出するパケットデータ抽出装置の制御方
法であって、
通信途中のパケットを一時的に記憶する一時記憶部に格納されている対象パケットのペ
イロードを参照して、当該対象パケットのペイロードに含まれるメッセージのプロシージ
ャ名を確認するプロシージャ名確認ステップと、
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上記プロシージャ名確認ステップにて確認されたプロシージャ名にあらかじめ対応付け
られた、目的データの格納位置を示すデータ位置情報に従って、該データ位置情報によっ
て特定される目的パケットのペイロードから目的データを取得する目的データ取得ステッ
プと、を含むことを特徴とするパケットデータ抽出装置の制御方法。
【請求項６】
請求項１または２に記載のパケットデータ抽出装置の上記各手段としてコンピュータを
機能させるための制御プログラム。
【請求項７】
請求項６に記載の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、通信途中のパケットから目的とするデータを抽出するパケットデータ抽出装
置、パケットデータ抽出装置の制御方法、制御プログラム、コンピュータ読み取り可能な
記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
例えば、ファイルメタデータ改竄型ルートキット（rootkit）は、コンピュータウィル
スの一形態であり、感染するとサービスの停止や情報漏洩に繋がり、サービスの品質に深
刻な被害を与える。ファイルメタデータ改竄型ルートキットは、オペレーティングシステ
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ムカーネル内のデータを変更するため、一般的なアンチウィルスソフトでの検出が極めて
困難である。このルートキットを検出するためには、ネットワークシステムを構築して、
仮想マシンモニタでやり取りされるパケットを監視することが極めて有効である。この例
のように、従来、通信中のパケットから情報を抽出することが行われている。
【０００３】
ここで、図６を参照して、パケットを用いた通常のメッセージ送受信の概略について説
明する。
【０００４】
図６に示すように、メッセージの送信の場合、まず、送信側のアプリケーション（図中
左側のApplication）が、メッセージを作成し（Ｓ５１）、ＯＳ（operating system）（
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図中左側のＯＳ）にメッセージ送信をリクエストする（Ｓ５２）。そして、ＯＳが、取得
したメッセージをパケットに分割し、ヘッダを付けて（Ｓ５３）、受信側へ送信する（Ｓ
５４）。
【０００５】
また、メッセージの受信の場合、受信側のＯＳ（図中右側のＯＳ）が、パケットを受信
し（Ｓ５４）、ヘッダを外すとともに、ヘッダに従ってメッセージを作成し（Ｓ５５）、
作成したメッセージをアプリケーション（図中右側のApplication）へ送信する（Ｓ５６
）。そして、アプリケーションが、ＯＳから取得したメッセージをメモリに格納する（Ｓ
５７）。
【０００６】
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このように、メッセージの送信側のＯＳは、ＮＩＣ（Network Interface Card）に送る
際に、メッセージをパケットに変換する。このとき、ＯＳは、送信先でメッセージの復元
する際に必要な情報、例えば、シーケンス番号（順番），ポート番号（接続の識別子）等
を含むヘッダをパケットに付与する。一方、メッセージの受信側のＯＳは、パケットのヘ
ッダを参照して、パケットからメッセージを構築する。
【０００７】
つづいて、図７および図８を参照して、パケットを用いて送受信されるメッセージから
データを抽出する従来手法について説明する。ここでは、ＶＭＭ（Virtual Machine Moni
tor）において、メッセージから目的とするデータを抽出する場合を例に説明する。
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【０００８】
図７に示すように、送信側のＯＳ（図中左側のＯＳ）は、ＶＭＭが提供する仮想Networ
k Interface Cardにパケットを送る。つまり、ＶＭＭは、ＯＳによって分割されたパケッ
トを取得する。そして、ＶＭＭは、取得したパケットを受信側のＯＳ（図中右側のＯＳ）
へ送信するとともに、取得したパケットからメッセージを再構成して、得たい情報である
目的データを得る。
【０００９】
具体的には、図８に示すように、ＶＭＭは、取得したパケットのヘッダ情報を確認し（
Ｓ６１）、ヘッダ以外（ペイロード）をコピーし（Ｓ６２）、その後、パケットを送信す
る（Ｓ６３）。これと同時に、ＶＭＭは、コピーしたデータからメッセージを構築し（Ｓ
６４）、メッセージから目的データを抽出する（Ｓ６５）。
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【００１０】
このように、ＶＭＭは、パケットのペイロードのコピーを生成して、パケットのヘッダ
情報を基に配置する。すなわち、ＶＭＭは、パケットに分割されていたメッセージを再構
成した後で、目的データを抽出する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】TCP Reassembler for Layer7‑aware Network Intrusion Detection/Pre
vention Systems, Miyuki Hanaoka, Makoto Shimamura, and Kenji Kono, IEICE Trans.
on Information and Systems, Vol.E90‑D, No.12, pp.2019‑2032, Dec. 2007
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
しかし、上記の従来手法によれば、ＶＭＭは、パケットから必要な情報を抽出する際に
、パケットのペイロードのコピーを生成し、当該コピーをパケットのヘッダ情報を基に配
置して、メッセージとして構成した後で、当該メッセージから得たい情報を抽出していた
。すなわち、ペイロードのコピーを生成し、メッセージとして構成する必要があった。具
体的には、図７の例では、ＶＭＭは、目的データ

Ｅ

を取得するために、順次取得した

３つのパケットのペイロードのコピーを作成した上で、メッセージに再構成していた。
【００１３】
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このように、従来手法によれば、ペイロードのコピーを作成するために、処理に時間が
かかるとともに、メッセージの再構成は、ＯＳでも行われる処理であるため、オーバヘッ
ドとなっていた。すなわち、パケットから必要な情報を抽出する際に、大きなオーバヘッ
ドが発生してしまい、稼働しているサービスの品質への影響が大きかった。
【００１４】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、パケットから必要
なデータを効率よく抽出することができるパケットデータ抽出装置、パケットデータ抽出
装置の制御方法、制御プログラム、コンピュータ読み取り可能な記録媒体を実現すること
にある。
【課題を解決するための手段】
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【００１５】
上記課題を解決するために、本発明の一態様に係るパケットデータ抽出装置は、通信途
中のパケットから目的とするデータを抽出するパケットデータ抽出装置であって、通信途
中のパケットを一時的に記憶する一時記憶部に格納されている対象パケットのペイロード
を参照して、当該対象パケットのペイロードに含まれるメッセージのプロシージャ名を確
認するプロシージャ名確認手段と、上記プロシージャ名確認手段によって確認されたプロ
シージャ名にあらかじめ対応付けられた、目的データの格納位置を示すデータ位置情報に
従って、該データ位置情報によって特定される目的パケットのペイロードから目的データ
を取得する目的データ取得手段と、を備える。
【００１６】
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また、上記課題を解決するために、本発明の一態様に係るパケットデータ抽出装置の制
御方法は、通信途中のパケットから目的とするデータを抽出するパケットデータ抽出装置
の制御方法であって、通信途中のパケットを一時的に記憶する一時記憶部に格納されてい
る対象パケットのペイロードを参照して、当該対象パケットのペイロードに含まれるメッ
セージのプロシージャ名を確認するプロシージャ名確認ステップと、上記プロシージャ名
確認ステップにて確認されたプロシージャ名にあらかじめ対応付けられた、目的データの
格納位置を示すデータ位置情報に従って、該データ位置情報によって特定される目的パケ
ットのペイロードから目的データを取得する目的データ取得ステップと、を含む。
【発明の効果】
【００１７】
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それゆえ、本発明の一態様に係るパケットデータ抽出装置およびパケットデータ抽出装
置の制御方法によれば、ネットワークを流れる通信パケットすべてをメッセージに変換す
るのではなく、変換するパケットを適宜取捨選択するため、効率良くファイルのメタデー
タを取得できるという効果を奏する。また、従来のようにメッセージをコピーしないので
、処理が早いという効果を奏する。よって、オーバヘッドがなく、稼働しているサービス
が被るオーバヘッドを抑えて、パケットから必要なデータを効率よく抽出できるという効
果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態を示すものであり、パケットデータ抽出装置の構成の詳細を示
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す機能ブロック図である。
【図２】図１に示したパケットデータ抽出装置の動作を示す模式図である。
【図３】図１に示したパケットデータ抽出装置の処理の流れを示すフローチャートである
。
【図４】図１に示したパケットデータ抽出装置を適用した、ファイルメタデータ改竄型ル
ートキット検知システムの概略を示すブロック図である。
【図５】図４に示したファイルメタデータ改竄型ルートキット検知システムで用いるデー
タ位置情報の例を示す説明図である。
【図６】従来技術を示すものであり、パケットを用いたメッセージ送受信の概略を示す説
明図である。
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【図７】従来技術を示すものであり、パケットを用いて送受信されるメッセージからデー
タを抽出する従来手法を示す模式図である。
【図８】図７に示した従来手法の処理の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
以下、本発明の一実施形態について、詳細に説明する。図１〜図５に基づいて、本実施
形態に係るパケットデータ抽出装置１０について説明すれば以下のとおりである。
【００２０】
（１．装置構成）
図１を参照して、パケットデータ抽出装置１０の構成について説明する。図１は、パケ
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ットデータ抽出装置１０の構成の詳細を示す機能ブロック図である。
【００２１】
パケットデータ抽出装置１０は、通信途中のパケットを一時的に記憶するバッファ（一
時記憶部）２０に格納されているパケットから、目的とするデータ（目的データ）を抽出
する装置である。本実施の形態では、パケットデータ抽出装置１０は、ＶＭＭ（仮想マシ
ンモニタ）１００に、その一部として組み込まれているものとする。なお、パケットデー
タ抽出装置１０は、パケットの送信側の装置に、パケットを送信するアプリケーションの
下位層として設けられてよいし、パケットの受信側の装置に、パケットを受信するアプリ
ケーションの下位層として設けられてよい。また、パケットデータ抽出装置１０は、パケ
ットの送信側の装置とパケットの受信側の装置とを繋ぐネットワーク上に設けられてよい
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。
【００２２】
本実施の形態では、サーバ−クライアント間通信に適用した場合を例に説明する。図２
において（図１も同様）、図中左側のApplicationがサーバ、図中右側のApplicationがク
ライアントである。クライアントはサーバへリクエストメッセージを送信し、サーバはク
ライアントからのリクエストメッセージに呼応して、データメッセージをクライアントへ
送信する。なお、本実施の形態では、クライアントからサーバへのリクエストを記述した
メッセージを「ＣｔｏＳメッセージ」、「ＣｔｏＳメッセージ」を分割したパケットを「
ＳｔｏＣパケット」と記載する。また、リクエストメッセージに呼応してサーバから送信
されるデータメッセージを「ＳｔｏＣメッセージ」、「ＳｔｏＣメッセージ」を分割した
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パケットを「ＳｔｏＣパケット」と記載する。
【００２３】
詳細には、図１に示すように、パケットデータ抽出装置１０は、パケット確認部（パケ
ット確認手段）１１、プロシージャ名確認部（プロシージャ名確認手段）１２、目的デー
タ取得部（目的データ取得手段）１３、位置情報記憶部１４を備えて構成されている。
【００２４】
パケット確認部１１は、対象パケットＰのヘッダを確認することにより、対象パケット
Ｐがメッセージの先頭部分を格納しているパケットであるか否かを確認する。すなわち、
パケット確認部１１は、メッセージの先頭部分を格納している先頭パケットＰｈを検出す
る。特に、パケット確認部１１は、ＣｔｏＳメッセージが分割された対象パケットＰ（Ｃ
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ｔｏＳパケット）を検出し、検出した対象パケットＰのヘッダを確認する。そして、対象
パケットＰがＣｔｏＳメッセージの先頭部分を格納しているパケットであるか否かを確認
する。
【００２５】
また、パケット確認部１１は、プロシージャ名確認部１２によって確認されたプロシー
ジャ名にあらかじめ対応付けられた、目的データの格納位置を示すデータ位置情報１４ｂ
（後述）に従って、上記ＣｔｏＳメッセージに呼応するＳｔｏＣメッセージが分割された
対象パケットＰ（ＳｔｏＣパケット）を検出する。そして、検出した対象パケットＰのヘ
ッダを確認することにより、データ位置情報１４ｂによって特定される目的パケットＰｔ
を検出する。すなわち、パケット確認部１１は、目的データを含む目的パケットＰｔを検
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出する。
【００２６】
プロシージャ名確認部１２は、メッセージのプロシージャ名の格納位置を示すプロシー
ジャ名位置情報１４ａ（後述）に従って、バッファ２０に格納されている対象パケットＰ
（ＣｔｏＳパケット）のペイロードを参照する。そして、当該対象パケットＰのペイロー
ドに含まれるＣｔｏＳメッセージのプロシージャ名を確認する。なお、本実施の形態では
、プロシージャ名を利用するが、メッセージのプロシージャが識別可能であれば、各プロ
シージャにユニークに割り当てられたＩＤ番号等の他の情報を利用してもよい。
【００２７】
特に、本実施の形態では、パケット確認部１１によって、対象パケットＰ（ＣｔｏＳパ
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ケット）がＣｔｏＳメッセージの先頭部分を格納していることが確認された場合のみ、プ
ロシージャ名確認部１２は、当該対象パケットＰ（ＣｔｏＳパケット）のペイロードに含
まれるＣｔｏＳメッセージのプロシージャ名を確認するものとする。通常、ＣｔｏＳメッ
セージのプロシージャ名は、当該ＣｔｏＳメッセージの先頭部分に存在する。そのため、
当該ＣｔｏＳメッセージを分割した複数のＣｔｏＳパケットのうちの先頭のＣｔｏＳパケ
ットに含まれることになる。よって、ＣｔｏＳメッセージにプロシージャ名を含むＣｔｏ
Ｓパケットを検出するためには、ＣｔｏＳパケットのヘッダを参照して、ＣｔｏＳメッセ
ージの先頭部分を含む先頭パケットＰｈであるか否かを判定すればよい。それゆえ、ヘッ
ダを参照して、ＣｔｏＳメッセージの先頭部分を含まないＣｔｏＳパケットであれば、そ
れ以後の処理を省略できる。よって、プロシージャ名確認部１２は、ＣｔｏＳパケットの
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ヘッダを参照するだけで、ＣｔｏＳメッセージのプロシージャ名を含むＣｔｏＳパケット
を検出できるため、効率がよい。
【００２８】
目的データ取得部１３は、ＣｔｏＳメッセージに呼応するＳｔｏＣメッセージが分割さ
れたＳｔｏＣパケットにおいて、プロシージャ名確認部１２によって確認されたプロシー
ジャ名にあらかじめ対応付けられた、目的データの格納位置を示すデータ位置情報１４ｂ
（後述）に従って、該データ位置情報１４ｂによって特定される目的パケットＰｔのペイ
ロードから目的データを取得する。特に、本実施の形態では、目的データ取得部１３は、
データ位置情報１４ｂによって指定された位置のデータのみを取得するものとする。また
、目的データ取得部１３は、目的パケットＰｔのペイロードから目的データを取得する際
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、ペイロードの先頭からメッセージ変換を行うが、目的データを取得した時点でメッセー
ジ変換を終了する。
【００２９】
位置情報記憶部１４は、プロシージャ名位置情報１４ａおよびデータ位置情報１４ｂを
あらかじめ記憶している。
【００３０】
プロシージャ名位置情報１４ａは、ＣｔｏＳメッセージのプロシージャ名の当該Ｃｔｏ
Ｓメッセージにおける格納位置を示す。なお、本実施の形態では、プロシージャ名のＣｔ
ｏＳメッセージにおける格納位置は、メッセージのプロトコルに応じて決められており、
同じプロトコルではプロシージャ間で共通であるものとする。

30

【００３１】
データ位置情報１４ｂは、プロシージャのプロシージャ名と、当該プロシージャのＳｔ
ｏＣメッセージから取得するデータ（目的データ）のデータ名および当該ＳｔｏＣメッセ
ージにおける格納位置とが対応付けられた情報である。すなわち、データ位置情報１４ｂ
を参照することで、プロシージャ名に対応付けられた目的データのデータ名と、当該目的
データのＳｔｏＣメッセージにおける格納位置と、が分かる。
【００３２】
（２．位置情報）
さらに、図２に示す具体例に沿って、パケットデータ抽出装置１０において、位置情報
記憶部１４にあらかじめ与えておく２種類の位置情報（プロシージャ名位置情報１４ａ、
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データ位置情報１４ｂ）について説明する。図２は、パケットデータ抽出装置１０の動作
を示す模式図である。なお、ここでは、メッセージのプロトコルがＮＦＳ（Network File
System）プロトコルであり、ファイルメタデータを抽出する場合を例に説明する。また
、図２には、クライアントが送信したＣｔｏＳメッセージに呼応するＳｔｏＣメッセージ
が分割されたＳｔｏＣパケットを、パケットデータ抽出装置１０が処理する過程を示して
いる。なお、クライアントが送信したＣｔｏＳメッセージを処理する過程は、図２では省
略されているが、図２の記載と後述する動作の説明から理解できる。
【００３３】
上述のように、パケットデータ抽出装置１０には、プロシージャ名位置情報１４ａおよ
びデータ位置情報１４ｂがあらかじめ位置情報記憶部１４に記憶されている。
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【００３４】
プロシージャ名位置情報１４ａは、プロシージャ名の位置を示す情報（例えば、「メッ
セージの先頭byte目から」）である。すなわち、メッセージのどの位置にプロシージャ名
があるかを示している。具体的には、図２に示すように、「プロシージャ名の位置: 80by
te目」のように記述できる。
【００３５】
ここで、ＮＦＳプロトコルでは、メッセージ内のプロシージャ名が含まれている位置が
決まっている。よって、プロシージャ名確認部１２は、プロシージャ名位置情報１４ａに
従ってパケットのペイロードを参照すれば、プロシージャ名を抽出できる。すなわち、プ
ロシージャ名を抽出するために、パケットをすべてスキャンする必要はない。
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【００３６】
次に、データ位置情報１４ｂは、プロシージャ名と、取得するデータ名およびその位置
とを対応付けた情報である。すなわち、プロシージャ名毎に、どのデータをどの位置から
抽出できるかを示している。具体的には、図２の例では、「GETATTRには、Inodeが118byt
e目に、File Sizeが150byte目に格納されている」等の内容の情報が得られる。
【００３７】
ここで、ＮＦＳプロトコルでは、各プロシージャのメッセージに含まれるデータおよび
その位置が決まっている。つまり、プロシージャによって、メッセージに含まれるデータ
およびその位置が異なっている。そこで、目的データ取得部１３は、データ位置情報１４
ｂに従ってペイロードを参照すれば、データを抽出できる。すなわち、目的とするデータ
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を抽出するために、ペイロードからメッセージを構築する必要はない。
【００３８】
また、パケットのヘッダにはパケットサイズおよびシーケンス番号が含まれている。そ
のため、各パケットのパケットサイズおよびシーケンス番号から、当該パケットのペイロ
ードのデータがパケットに分割される前のメッセージのどの部分に該当するかが分かる。
このことを利用して、パケット確認部１１は目的データを含む目的パケットＰｔを検出す
る。
【００３９】
また、ＮＦＳプロトコルのメッセージからファイルメタデータを抽出する場合、ファイ
ルメタデータを含むプロシージャのみをデータ位置情報１４ｂに登録しておくことで、不
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必要なプロシージャのパケットを処理しないようにできる。なお、ＮＦＳプロトコルでは
、全２２種類のプロシージャ中、１５種類がファイルメタデータを含むプロシージャであ
り、そのすべてが１個のパケットによって送信可能な長さのメッセージを有する。すなわ
ち、これら１５種のプロシージャを対象とする場合、常に先頭パケットＰｈにファイルメ
タデータ（目的データ）が含まれることになる。
【００４０】
（３．動作）
次に、図３を参照して、パケットデータ抽出装置１０の処理の流れを説明する。図３は
パケットデータ抽出装置１０の処理の流れを示すフローチャートである。
【００４１】
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バッファ２０にはＶＭＭ１００を通過する通信途中のパケットが順次、一時的に格納さ
れる。なお、バッファ２０に格納されており、パケットデータ抽出装置１０が処理中のパ
ケットを対象パケットＰと記す。
【００４２】
パケットデータ抽出装置１０は、バッファ２０に格納されている対象パケットＰを順次
検出しながら、以下の処理を行う。
【００４３】
まず、パケット確認部１１が、バッファ２０に格納されている対象パケットＰ（Ｃｔｏ
Ｓパケット）のヘッダを順次確認することにより、ＣｔｏＳメッセージの先頭部分を含む
ＣｔｏＳパケットの先頭パケットＰｈを検出する（Ｓ１１；先頭パケット確認ステップ）
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。
【００４４】
次に、プロシージャ名確認部１２が、プロシージャ名位置情報１４ａに従って、ステッ
プ１１にて検出されたＣｔｏＳメッセージの先頭パケットＰｈのペイロードからメッセー
ジのプロシージャ名を確認する（Ｓ１２；プロシージャ名確認ステップ）。
【００４５】
次に、目的データ取得部１３が、ステップＳ１２にて確認されたプロシージャ名にあら
かじめ対応付けられたデータ位置情報１４ｂを、位置情報記憶部１４から取得する（Ｓ１
３；データ位置情報取得ステップ）。
【００４６】
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次に、ステップＳ１３にて取得されたデータ位置情報１４ｂに従って、パケット確認部
１１が、上記ＣｔｏＳメッセージに呼応するＳｔｏＣメッセージが分割されたＳｔｏＣパ
ケットを検出する。そして、パケット確認部１１は、検出したＳｔｏＣパケットから、デ
ータ位置情報１４ｂによって特定される位置（目的パケットＰｔの位置）のデータを含む
目的パケットＰｔを検出する（Ｓ１４；目的パケット確認ステップ）。
【００４７】
このとき、データ位置情報１４ｂが示す位置がＳｔｏＣメッセージの先頭パケットＰｈ
のペイロードに含まれるメッセージ内にあれば、ＳｔｏＣメッセージの先頭パケットＰｈ
が目的パケットＰｔとなる。また、図２に示すように、データ位置情報１４ｂが示す位置
が３番目のＳｔｏＣパケットのペイロードに含まれるＳｔｏＣメッセージ内にあれば、３
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番目のＳｔｏＣパケットが目的パケットＰｔとなる。この場合、パケット確認部１１が、
２番目、３番目のＳｔｏＣパケットのヘッダを順次確認して、３番目のＳｔｏＣパケット
をパケットＰｔとして検出する。
【００４８】
最後に、目的データ取得部１３が、ステップＳ１４にて検出された目的パケットＰｔの
ペイロードから目的データを取得する（Ｓ１５；目的データ取得ステップ）。
【００４９】
（４．まとめ）
以上のように、パケットデータ抽出装置１０によれば、仮想マシンモニタと呼ばれるソ
フトウェアレイヤにおいて、パケットレベルで、ネットワークファイルシステムプロトコ
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ルからファイルのメタデータを効率的に抽出することができる。すなわち、パケットデー
タ抽出装置１０は、ネットワークを流れる通信パケットすべてをメッセージに変換するの
ではなく、変換するパケットを適宜取捨選択することで、効率良くファイルのメタデータ
を取得することができる。詳細には、パケットデータ抽出装置１０は、従来のようにＳｔ
ｏＣメッセージをコピーしないので、処理が早い。また、ＳｔｏＣメッセージを構築しな
いので、オーバヘッドがなく、稼働しているサービスが被るオーバヘッドを抑えることが
できる。
【００５０】
なお、本実施の形態では、ＮＦＳプロトコルを例に説明したが、これに限定されない。
すなわち、適用可能なプロトコルとしては、ＮＦＳプロトコルのように、プロシージャを
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送信してファイルを操作するプロトコルであればよい。また、プロシージャ毎に、目的と
するデータのメッセージにおける位置があらかじめ規定されていればよい。具体例として
は、ＮＦＳプロトコルの他、ＦＴＰ（File Transfer Protocol）プロトコル、ＨＴＴＰ（
Hyper Text Transfer Protocol）プロトコルが挙げられる。
【００５１】
（５．適用例）
以下、上記パケットデータ抽出装置１０の適用例について説明する。
【００５２】
（５．１．ルートキット検知）
ファイルメタデータ改竄型ルートキットは、コンピュータウィルスの一形態であり、感
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染するとサービスの停止や情報漏洩に繋がり、サービスの品質に深刻な被害を与える。フ
ァイルメタデータ改竄型ルートキットは、オペレーティングシステムカーネル内のデータ
を変更するため、一般的なアンチウィルスソフトでの検出が極めて困難である。なお、VM
Watcherは、すでに知られたファイルメタデータ改竄型ルートキットを検知するが、未知
のそれには無力である。Strider Ghostbusterは、未知のファイルメタデータ改竄型ルー
トキットを検知可能であるが、稼働しているサービスの品質への影響は大きい。
【００５３】
ファイルメタデータ改竄型ルートキットによるサービスの停止や情報漏洩は、サービス
提供者側にとっては深刻であるため、システムがそれに感染しているかを監視することが
必要である。そして、ファイルメタデータ改竄型ルートキットを検出するために、ネット

10

ワークシステムを構築して、仮想マシンモニタでやり取りされるパケットを監視すること
が極めて有効である。ただし、稼働しているサービスが被るオーバヘッドをできるだけ抑
えることも必要である。
【００５４】
そこで、ファイルメタデータ改竄型ルートキットの検知機構に、上述したパケットデー
タ抽出装置１０を組み込むことで、仮想マシン上で動作するアプリケーションやオペレー
ティングシステムが被るオーバヘッドを抑えつつ、ルートキットの監視を実現することが
できる。
【００５５】
図４は、パケットデータ抽出装置１０を適用した、ファイルメタデータ改竄型ルートキ
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ット検知システムの概略を示すブロック図である。また、図５は、ファイルメタデータ改
竄型ルートキット検知システムで用いるデータ位置情報の例を示す説明図である。図５に
は、上述したＮＦＳプロトコルのプロシージャのうち、ファイルメタデータを含む１５種
類のプロシージャが挙げられている。
【００５６】
図４に示すＶＭＭには、受信したファイルのメタデータをパケットから抽出するために
、パケットデータ抽出装置１０が組み込まれている。そして、アプリケーションは、パケ
ットデータ抽出装置１０がパケットから抽出したファイルメタデータと、ＯＳが取得した
ファイルメタデータとの内容を比較する。そして、それら２つのファイルメタデータが一
致していなければ、ＯＳがファイルメタデータ改竄型ルートキットに感染していると判断
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できる。
【００５７】
なお、詳細には、ＶＭ viewが、ファイルシステム関連のシステムコールの引数・返り
値（stat(),fstat(),getdent()等）を取得する。一方、ＶＭＭ View（パケットデータ抽
出装置１０）が、ネットワークファイルシステムＮＦＳのメッセージからファイルメタデ
ータを取得する。そして、ＶＭ内のviewとＶＭＭ内のviewとを比較して、一致していなけ
れば、ルートキットに感染していると判断する。
【００５８】
このように、パケットデータ抽出装置１０を、ファイルメタデータ改竄型ルートキット
の検知機構に組み込むことで、仮想マシン上で動作するアプリケーションやオペレーティ
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ングシステムが被るオーバヘッドを抑えつつ、ルートキットの監視を実現することができ
る。よって、ルートキットが行うサービス停止や情報漏洩といった被害を防止することに
大きく貢献することができる。
【００５９】
（５．２．ファイルアクセスモニタ）
パケットデータ抽出装置１０は、ＶＭＭ１００において、ＮＦＳプロトコルを監視する
ため、ＯＳやアプリケーションを変更することなく、ファイルのアクセス数やアクセスパ
ターンを取得することができる。よって、ファイル配置の最適化や冗長化に有効である。
具体的には、近いタイミングにアクセスされるファイル群を同じディレクトリに配置して
ディスクアクセスを削減したり、アクセス頻度の高いファイルは複製を作成して負荷を分
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散するなどの措置が可能となる。
【００６０】
（５．３．ファイルアクセス制御）
パケットデータ抽出装置１０は、ＯＳやアプリケーションの設定を変更することなく
ファイルへのアクセス制御が可能である。よって、ファイル改竄を防止することができる
。すなわち、たとえＯＳがウィルスに犯されたとしても、ＶＭＭは犯されていないので、
アクセス禁止に設定しておいたファイルにはアクセスできない。
【００６１】
（６．補足）
最後に、パケットデータ抽出装置１０の各ブロック、特にパケット確認部１１、プロシ
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ージャ名確認部１２、データ取得部１３は、ハードウェアロジックによって構成してもよ
いし、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【００６２】
後者の場合、パケットデータ抽出装置１０は、各機能を実現するプログラムの命令を実
行するＣＰＵ（central processing unit）、上記プログラムを格納したＲＯＭ（read on
ly memory）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（random access memory）、上記プログ
ラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。そ
して、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアであるパケットデータ抽出
装置１０の制御プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログ
ラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記パ
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ケットデータ抽出装置１０に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録
媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能で
ある。
【００６３】
上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ−ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ−Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ（登録商
標）／フラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【００６４】
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また、パケットデータ抽出装置１０を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プロ
グラムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとして
は、特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、Ｌ
ＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（virtual private network）、
電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを
構成する伝送媒体としては、特に限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力
線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンの
ような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話
網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プ
ログラムコードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデー
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タ信号の形態でも実現され得る。
【００６５】
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能であり、実施形態に開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態
についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【００６６】
以上より、本発明に係るパケットデータ抽出装置は、通信途中のパケットから目的とす
るデータを抽出するパケットデータ抽出装置であって、通信途中のパケットを一時的に記
憶する一時記憶部に格納されている対象パケットのペイロードを参照して、当該対象パケ
ットのペイロードに含まれるメッセージのプロシージャ名を確認するプロシージャ名確認
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手段と、上記プロシージャ名確認手段によって確認されたプロシージャ名にあらかじめ対
応付けられた、目的データの格納位置を示すデータ位置情報に従って、該データ位置情報
によって特定される目的パケットのペイロードから目的データを取得する目的データ取得
手段と、を備えることを特徴としている。
【００６７】
また、本発明に係るパケットデータ抽出装置の制御方法は、通信途中のパケットから目
的とするデータを抽出するパケットデータ抽出装置の制御方法であって、通信途中のパケ
ットを一時的に記憶する一時記憶部に格納されている対象パケットのペイロードを参照し
て、当該対象パケットのペイロードに含まれるメッセージのプロシージャ名を確認するプ
ロシージャ名確認ステップと、上記プロシージャ名確認ステップにて確認されたプロシー
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ジャ名にあらかじめ対応付けられた、目的データの格納位置を示すデータ位置情報に従っ
て、該データ位置情報によって特定される目的パケットのペイロードから目的データを取
得する目的データ取得ステップと、を含むことを特徴としている。
【００６８】
上記の構成によれば、対象パケットのペイロードに含まれるメッセージのプロシージャ
名を確認し、該プロシージャ名にあらかじめ対応付けられた、目的データの格納位置を示
すデータ位置情報に従って、該データ位置情報によって特定される目的パケットのペイロ
ードから目的データを取得する。
【００６９】
したがって、データ位置情報を参照することによって、プロシージャ名が分かれば、目
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的データを格納した目的パケットを特定できるため、プロシージャ名を確認した後は、目
的パケットの検出と目的パケットのペイロードから目的データの取得を行えばよい。
【００７０】
このように、ネットワークを流れる通信パケットすべてをメッセージに変換するのでは
なく、変換するパケットを適宜取捨選択するため、効率良くファイルのメタデータを取得
できるという効果を奏する。また、従来のようにメッセージをコピーしないので、処理が
早いという効果を奏する。よって、オーバヘッドがなく、稼働しているサービスが被るオ
ーバヘッドを抑えて、パケットから必要なデータを効率よく抽出できるという効果を奏す
る。
【００７１】
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さらに、本発明に係るパケットデータ抽出装置は、対象パケットがメッセージの先頭部
分を格納しているパケットであるか否かを確認するパケット確認手段をさらに備え、上記
プロシージャ名確認手段は、上記パケット確認手段によって、対象パケットがメッセージ
の先頭部分を格納していることが確認された場合のみ、当該対象パケットのペイロードに
含まれるメッセージのプロシージャ名を確認するものであることを特徴としている。
【００７２】
上記の構成によれば、さらに、対象パケットがメッセージの先頭部分を格納しているこ
とが確認された場合のみ、当該対象パケットのペイロードに含まれるメッセージのプロシ
ージャ名を確認する。
【００７３】
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通常、メッセージのプロシージャ名は、当該メッセージの先頭部分に存在するため、当
該メッセージを分割した複数のパケットのうちの先頭のパケットに含まれることになる。
そこで、メッセージにプロシージャ名を含むパケットを検出するためには、パケットのヘ
ッダを参照して、メッセージの先頭部分を含む先頭パケットであるか否かを判定すればよ
い。そして、メッセージの先頭部分を含まないパケットであれば、それ以後の処理を省略
できる。よって、メッセージのプロシージャ名を含むパケットを効率良く検出できるとい
う効果を奏する。
【００７４】
さらに、本発明に係るパケットデータ抽出装置は、上記目的データ取得手段は、上記デ
ータ位置情報によって指定された位置のデータのみを取得することを特徴としている。
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【００７５】
上記の構成によれば、さらに、データ位置情報には目的データの位置が示されているた
め、データ位置情報によって指定された位置のデータを取得すれば、目的データが取得で
きる。よって、データ位置情報によって指定された位置のデータのみを取得することで、
パケットから必要なデータを効率よく抽出できるという効果を奏する。
【００７６】
さらに、本発明に係るパケットデータ抽出装置は、ＶＭＭに設けられることを特徴とし
ている。
【００７７】
上記の構成によれば、さらに、ＶＭＭに設けることによって、ＯＳやアプリケーション
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を変更することなく、ファイルメタデータを取得して、プロトコルを監視することができ
る。よって、種々の応用が可能となる。
【００７８】
なお、上記パケットデータ抽出装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場
合には、コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記のパケットデータ抽
出装置をコンピュータにて実現させる制御プログラム、およびそれを記録したコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
本発明のパケットデータ抽出装置は、稼働しているサービスが被るオーバヘッドをでき
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るだけ抑えて、パケットから必要なデータを抽出することができるため、ファイルメタデ
ータ改竄型ルートキット検知、ファイルアクセスモニタ、ファイルアクセス制御等に利用
することができる。
【符号の説明】
【００８０】
１０

パケットデータ抽出装置（パケットデータ抽出装置）

１１

パケット確認部（パケット確認手段）

１２

プロシージャ名確認部（プロシージャ名確認手段）

１３

目的データ取得部（目的データ取得手段）

１４ｂ

データ位置情報

２０

バッファ（一時記憶部）

１００
Ｐ

ＶＭＭ
対象パケット

Ｓ１１

先頭パケット確認ステップ

Ｓ１２

プロシージャ名確認ステップ

Ｓ１３

データ位置情報取得ステップ

Ｓ１４

目的パケット確認ステップ

Ｓ１５

目的データ取得ステップ
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