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サーバの配付コードをクライアントに動的実行させて
サーバで動作検証できる動的コードの配付・実行・検証機構
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1. まえがき
クラウドサービスの高度化により，管理された社員用 PC を使
って社内外からクラウドに接続する需要が増えた[1]．また，
車載・路上機器による交通情報共有ネットワークが実現されつ
つある[2]．このような管理された機器により構成されるネッ
トワークにおいては，クライアントソフトウェアのバージョン
を統一したいという要望がある[3]（例：図１）．従来のアッ
プデートはユーザがクライアントソフトウェアをアップデート
する形式が多いが，この形式では全てのユーザが速やかに更新
をするとは限らない．また更新しないユーザに対しアップデー
トの強制はできない．
本研究では管理された機器によるネットワーク内のクライア
ントソフトウェアを強制的にアップデートすることを目標とし
ている．このとき，ユーザによるアップデートの妨害とアップ
デートするデータの偽造が懸念される．本稿では RPC と動的読
み込みによる安全なアップデーター配付・実行機構を提案した．

2. 要求条件と基本設計
前章の目標を達成する要件を述べる．
【要件 1】配付を妨害されないこと
本研究ではユーザの妨害攻撃に，アップデーターのプログラ
ムファイルを削除すること，アップデーターのプロセスを強制
終了することを想定する．これらの妨害攻撃があっても正しく
動作することが必要である．
【要件 2】配付コードが即時に実行されること
要件１を満たすにはアップデーターを実行時に配付する方法
が考えられる．この時配付と実行に時間差があると配付コード
がユーザに削除・書き換えられる危険が増す．そのため配付コ
ードは即時に実行される必要がある．
【要件 3】配付コードが実行されたことを検証できること
本研究ではユーザの偽造攻撃に，アップデートするデータの
偽造と配付コードの実行結果の偽造を想定する．これらを防ぐ
ためには配付コードの実行をサーバから検証する必要がある．
【要件 4】多数のクライアントに対応できること
本システムは社内情報システムや ITS など数千以上のクライ
アントを持つネットワークが対象となる．よって多数のクライ
アントへ対応する必要がある．
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3. 提案機構の設計
RPC（Remote Procedure Call）[4]は別のアドレス空間にあ
るコードを実行する技術で，待受クライアントが起動している
端末のライブラリを外部から起動できる．動的読み込み（遅延
読み込み）[5]は実行中のプログラムが明示的にライブラリを
読み込む技術であり，RPC とは違い呼び出した側の PC でプログ
ラムが実行される．
提案機構の設計を図 2 に示す．また，手順を以下に示す．
step1 開始時，クライアント側には RPC 待受部が立ち上がって
いる． このとき，RPC 待受部のファイルとプロセス，コード読
込実行部のファイルは隠蔽プログラム[6]によって隠蔽されて
いる．
step 1. サーバの RPC 呼出部がクライアントの RPC 待受部を呼
出す
step 2. RPC 待受部はコード読込実行部を実行する
step 3. コード読込実行部は SSL 通信路[7]でサーバから配付コ
ードをダウンロードし，電子署名を検証して実行する
step 4. 配付コード内のアップデーターを実行する
step 5. 配付コード内の動作記録作成・送信コードは配付コー
ドの動作結果と，配付コード内に含まれるサーバが生
成した乱数から動作記録を作成する
step 6. 動作記録作成・送信コードは動作記録をサーバの動作
検証プログラムへ送信する
step 7. 動作検証プログラムは動作記録内の乱数を検証し，動
作結果をログへ出力する

4. 提案機構の実装
言語は C#[8]，RPC ライブラリは.NET remoting Framework
[9]，HTTP サーバは Apache2.2[10]で実装した．配付コードを
動的に読み込む際の署名検証は厳密名によるアセンブリ署名
[11]を利用する．

5. 安全性
図 1
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提案手法では，以下の 2 通りの攻撃が想定される．
【妨害攻撃】
[手段 1] 配付コードの実行に必要なファイルの削除
[手順]
(1) 攻撃者は RPC 待受部またはコード読込実行部を削除する
[手段 2] 配付コードプロセスの強制終了
[手順]
(1) アップデート実行時，攻撃者は配付コードのプロセス ID
を取得する
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(2) 攻撃者は配付コードのプロセスを強制終了する
【偽造攻撃】
[手段] 配付コードの偽造
[手順]
(1) 攻撃者は配付コードからファイル名を得る
(2) 攻撃者は配付コードのファイル名を持つ偽造配付コード
を作成する
(3) 攻撃者は偽造した配付コードをコード読込実行部に読み
込ませ，実行する
(4) 偽造のコード終了通知をサーバに送信し，配付コードが
正常に終了したと偽装する
妨害攻撃は，隠蔽プログラムによりファイルとプロセスをユ
ーザから隠蔽することで防ぐことができる．偽造攻撃は配付コ
ードを SSL 通信路からダウンロードすることで手順(1)の攻撃
者による配付コード取得を防ぎ，配付コードの電子署名を検証
することで手順(3)の偽造配付コードの読込を防ぐ．また，配
付コード内に含まれる乱数を検証することで手順(4)の正常終
了の偽装を検知する．

6. 計測
提案機構が要件 2 と 4 を満たすことを確認するため，クライ
アント数の変化による(1)占有メモリの変化，(2)提案機構の動
作時間の計測を行った．提案機構の動作時間とは 3 章の step1
から step7 の動作時間から配付コード内のアップデーターの実
行時間を除いた時間である．計測用システムを図 3 に示す．計
測用システムは提案機構に管理用 GUI・端末状態を保存するデ
ータベース・計測用クライアントプロセスの立ち上げ機構を加
えた構成となっている．5000 のクライアントに対し平均 380
ミリ秒で動作する（表 1）ため即時実行を満たす．サーバプロ
グラムが占有するメモリは１クライアントにつき約 570KB であ
る（表１）ため，多くのクライアントに対応できる．よって提

案機構は要件 2 と 4 を満たす．
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提案機構と計測用システム
表 1

計測結果

クライアント数

100

500

1000

5000

動作時間[ms]

365.28

346.29

344.77

380.25

占有メモリ[KB]

429.58

463.16

486.90

566.35

表 2
運用支援

比較評価
アップデート
管理

提案機構

要件１

×

×

○

要件２

○

×

○

要件３

○

○

○

要件４

少

多

多

7. 比較評価
PC 運用支援システム[12][13][14]，ソフトウェアアップデー
ト管理サービス[15][16]と比較することで提案機構を評価した．
PC 運用支援システムは組織内での PC 資産の統一的な運用管理
を行うシステムである．ソフトウェアアップデート管理システ
ムは自動で行われるソフトウェアの更新を組織ごとに管理する
拡張サービスである．
これらは管理対象 PC にクライアントソフトウェアを導入し，
管理サーバから監視・操作を行う構造である．しかし，クライ
アントプロセスを終了すると管理の妨害が可能であるため要件
1 を満たさない．また，ソフトウェアアップデート管理システ
ムはクライアント側から定期的にアップデートサーバに更新を
確認する仕様であるため，要件 2 の即時実行を満たさない．以
上をまとめると表 2 となり，提案機構はこれらに比べ強制的な
アップデートに適していると言える．

8. おわりに
管理された IT 機器によるネットワークでクライアントソフ
トウェアを強制的にアップデートする機構を提案した．本シス
テムはクライアント PC 内でサーバの配付したコードを実行で
きるため，アクセス制御システムでの安全なポリシー配付など
に応用できる．
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