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データ保護機能を有する電子保存システムの開発
−モバイル端末への適応−
Development of Data Storage System for the Personal Data Protection
−For Mobile Terminal−
青野正宏*1 小尾高史*2 山谷泰賀*2 山口雅浩*2 大山永昭*2
谷内田益義*2 細田泰弘*3 佐藤能行*4 菅生清*5 藤岡伸男*6
Masahiro Aono Takashi Obi Masahiro Yamaguchi Taiga Yamaya Nagaaki Oyama
Masuyoshi Yachida Yasuhiro Hosoda Yoshiyuki Sato Kiyoshi Sugo Nobuo Fujioka
我々は、ユーザが作成・収集したファイルの更新履歴を、コンピュータウィル
スの支配が及ばない安全なサーバで保護することにより、利便性と安全性を両
立させた電子データ保護システムを、定位置固定システムを対象に開発した。
本稿では、モバイル端末を対象としたシステムへの拡張を検討する。
We have developed the electronic data protection system for a stationary
computer, which has convenience and safety. Since the server of the system
is not attacked by computer viruses, it can protect the user file update
history. In this paper, we discuss the electronic data protection system for a
mobile terminal.
１．はじめに

ョンプログラムは再インストールすれば復元

情報システムにおいて、生きている情報はコ

することも可能である。しかし、ユーザの個人

ンピュータシステムのハード・ディスクに一時

的ファイルはそのディスクのみに情報が保存

保存しておくことが便利である。固定ディスク

されているのであれば、復元することが不可能

の大容量化により、映像・音声・画像などを除

である。

いた狭義のデータのみであれば、ディスクのみ

ウイルスによる被害をなくすため、多くのベ

で個人が管理する情報は十分保存できるほど

ンダがアンチウイルスソフトウェアを開発し

である。

ているが、確実にウイルスを検出できる手法は

しかし、コンピュータシステムにおいて、デ

ない。特に新しいウイルスに対しての検出能力

ィスクの情報は書き換え可能であるため、紛失

は低い。また、ファイルの更新履歴を保存し、

する危険も大きい。特に、悪質なコンピュータ

任意の時点の状態まで復元を図るという手法

ウィルス（以下ウイルスと略す。）によるファ

が、製品として存在する[1]。しかし、当該シ

イル削除や書き換え攻撃に遭えば被害は大き

ステム上に更新領域を設けているため、その領

い。オペレーティングシステムやアプリケーシ

域自身を攻撃されないという保証はない。さら
に、更新履歴を外部のシステムに保存する方式
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（9）
（9）

ることにより、ウイルス支配ができないサーバ

ェア障害によるファイル紛失にも有効に作用

に領域を設け、そこでファイル更新履歴を保護

する。

することにより、ファイル保全を可能とするシ
ステムを開発した。副次的効果として誤操作や

２．３ 未知のウイルスへの対応機能

悪意のないプログラムバグ、ハードウェア障害

既知のウイルスの行動パターンのみでなく

などによるファイル破壊からもデータを守る

未知のウイルスにも対応できるものとする。本

ことができる。

システムの仕様は運用時にユーザが設定する
暗号鍵を除いて、公開または解読されることを

2．データ保護システムの基本アーキテクチャ

前提とする。従って、本システムの仕様を熟知

基本的な考え方は次のとおりである。

して仕掛けてくるウイルス攻撃にも耐えられ

２．１ 対象

ることが必要である。なお、システムを使用す

本システムの対象は事務用や個人用に使用
されるパーソナルコンピュータ(以下、PC と略

るユーザ及びシステム管理者は信頼できるも
のとする。

す。)を主要なターゲットとしている。具体的
なイメージは次のとおりである。業務や個人的

２．４ モバイルコードの実行を認めるプロセッサ

に必要なデータをシステム内に保存するとと

と認めないプロセッサとの多重構成

もに、やや危険なメール閲覧や WEB 閲覧をす

一般的なコンピュータシステムでは、エージ

ることもある。データ紛失に関する影響度は直

ェントや Office のマクロプログラムなどの外

前に作成や入手したデータの紛失は、作り直し

部から読み込んだプログラム(モバイルコー

や再送依頼をすることも可能なので致命的で

ド)の実行を認めている。モバイルコードの実

はない。しかし、過去からの蓄積保存データを

行を認めなければ、システムの利便性が著しく

失うことは大きな損失である。

減少するからである。しかし、モバイルコード
にウイルスが潜んでいれば、ウイルスにシステ

２．２ 耐ウィルスシステム

ムを乗っ取られ、ファイルを勝手に消去される

広義のウイルスに対するファイル破壊を防

危険が存在している。そのため、モバイルコー

止すること（データ保護）が本研究の第一の目

ドの実行を認めるプロセッサ（フレキシブル・

的であるが、ウイルスを検出し駆除することは

プロセッサと呼ぶこととする。）と認めないプ

直接の目的としていない。ウイルスによるファ

ロセッサ（クリーン・プロセッサと呼ぶことと

イル破壊活動の被害に遭っても、ファイル復元

する。）の両方で構築する。フレキシブル・プ

を可能にすることを目的とする。その意味で抗

ロセッサはウイルスに乗っ取られる危険もあ

（アンチ）ウィルスシステムでなく耐ウィルス

るが、ファイル保全に関する必要な保護はクリ

システムである。従って、既存の抗ウイルスソ

ーン・プロセッサに任せることにより、データ

フトウェアに取って代わるものでなく、併用す

の保全を図る。クリーン・プロセッサは外部か

ることを前提としている。その基本原理は、フ

ら読み込んだ情報はあくまでデータとして扱

ァイルの更新（新規作成、消去を含む。）が発

い、制御権をモバイルコードに渡すことはしな

生した場合、更新の記録を保存することにより

い。クリーン・プロセッサのプログラムは目的

万一ファイルの破壊が発生した場合、更新履歴

を限定し、複雑な機能を搭載する必要性がない

から復元を行うことにより、ファイルの保全を

ため、セキュリティホールの危険性は小さい。

行うものである。また、ウイルスのみでなく、
汎用ソフトウェアのバグや捜査ミス、ハードウ

２．５ 基本構成とその役割
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テリジェント端末であり、クリーン・プロセッ

ユーザ装置

サとして構成する。ユーザ装置と保存装置間の

ホスト
装置

保存装置

情報交換はホスト装置を経由して行う。 (図 1
参照)

ローカル
ディスク

更新
ファイル

ローカルディスク
のコピー

２．６ データ保護
ホスト装置の保護対象のファイルが物理的

更新履歴

図１． システム構成図

要因により傷つけられた場合は、保存装置に複
製が残されているため復元が可能である。また、

基本システムは、フレキシブル・プロセッサ

誤操作、ソフトウェアのバグ、ウイルスによる

であるホスト装置とクリーン・プロセッサであ

悪意のファイル消去などにより、ホスト装置の

るユーザ装置および保存装置から構成する。ホ

ファイルが破壊された場合は、保存装置の複製

スト装置は、汎用のＯＳやソフトウェアを動作

も破壊されるが、ファイル更新前の履歴情報が

させる一般的なコンピュータである。これに、

保存装置に残されているため、この履歴情報を

本システム用のソフトウェアを追加インスト

用いて復元することが可能である。[3]

ールして構成する。現用の一般的なコンピュー
タの使い方をそのまま認めるので、モバイルコ

3．基本アーテクチャに対するウイルス攻撃の課

ードの実行も有りうる。従って利便性は現行の

題と対策

コンピュータ利用法と同様に確保される。しか

前章で述べた基本アークテクチャのみでは、

し、ウイルスに侵される危険もある。保護対象

いくつかの弱点が存在する。その弱点と対策に

となるホスト装置のファイルが更新されれば、

ついて、以下に述べる。

ホスト装置からホスト装置とネットワークで

３．１ ファイル更新情報の出力妨害

接続されているサーバとしての保存装置に変

ホスト装置を乗っ取ったウイルスが、保存装

更情報を送る。ここでファイルの更新とは、フ

置に出力するファイル更新情報の出力を妨害

ァイルの新規作成、消去、名前の変更、ディレ

したり、その内容を改ざんしたりする攻撃方法

クトリの変更なども含む。保存装置は、保護対

が考えられる。この場合、ホスト装置のファイ

象となるホスト装置のファイルの複製を保持

ルと保存装置の複製ファイルが不一致となる。

するとともにファイルの更新履歴を管理する

保存装置のファイル更新履歴も不正確となる。

機能を有する。保存装置はファイル更新情報を

この状態でホスト装置のファイルが破壊され

受信するとホスト装置の保護対象ファイルの

ると、そのファイルの復元は不能となる。また、

複製を更新する。同時にファイルの更新履歴情

ウイルスによる妨害でなくても、ホスト装置か

報を保存装置の更新履歴領域に書き込む。更新

ら保存装置に出力する更新ファイルが、通信障

履歴情報は更新の種別情報や更新の種別がフ

害などの理由で届かないこともある。このとき、

ァイルの書き換えや消去の場合は更新前の情

ホスト装置のファイルが正常である間に、ユー

報を記録する。この保存装置はクリーン・プロ

ザがホスト装置のファイルと保存装置のファ

セッサとし、ウイルスが浸入する余地をなくす。

イルの不一致に気がつけば、正常な状態に戻す

保存装置はユーザと離れた場所にある場合が

ことができる。

一般的であるので、保存装置とユーザとの情報

このため、定期的にホスト装置のファイルと

交換のためユーザ装置を設ける。ユーザ装置は、

保存装置のファイルが一致していることを確

USB などでホスト装置に接続する簡易なイン

認する。ファイル一致の確認の方法としてホス
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ホ-スト装置

装置のファイルが不一致であるにかかわらず、
ファイル A

ハッシュ値

ファイル B

ハッシュ値

ファイル C

ハッシュ値

ユーザにそれを気付かせないことができてし

保-存装置

一致の確認
ファイル A

ハッシュ値

ファイル B

ハッシュ値

ファイル C

ハッシュ値

まう。

総ハッシュ値

その対策として、ファイル更新を保存装置で

ユーザ装置

検出すれば、ユーザ装置にその情報を伝える。
ユーザ装置は着信音でユーザにファイル更新

総ハッシュ値

を知らせる。ユーザはファイル更新処理のアク
ションを行ったにもかかわらず着信音がなけ

図 2. ファイル一致確認の方法

れば異常に気がつくことができる。これで信頼

ト装置と保存装置それぞれが、異なる元データ

性が大きく向上する。

から同じ計算結果を求めることが困難なハッ

ホスト装置をウイルスが支配しているとす

シュ計算法を用いて、ハッシュ値を求める。こ

れば、保存装置に送り出した偽の更新ファイル

のハッシュ値が一致していれば、両装置のファ

のハッシュ値をホスト装置内に記憶しておい

イルは一致しているものとみなす。このとき、

て総ハッシュ値計算要求がくれば、そのハッシ

保護すべきファイルの総サイズが大きいとハ

ュ値を用いて計算すれば保存装置の総ハッシ

ッシュ値計算に時間がかかる。また、保存装置

ュ値と一致させることは可能である。しかし、

に送る更新ファイルの内容を暗号化する場合

そのためには、ウイルスは極めて複雑で難しい

は、保存装置とホスト装置のファイルのハッシ

機能を必要とする。そうであれば、そのような

ュ値を一致させることはできない。このため、

ウイルスは特殊であるから比較的抗ウイルス

個々のファイルのハッシュ値をファイルが更

ソフトで検出が容易であると考えられる。仮に

新されるたびに、ホスト装置と保存装置それぞ

そのウイルスが活動し、ホスト装置のファイル

れが計算し、それぞれ記憶しておく。(保存装

と保存装置のファイルが不一致となっても、ホ

置にファイルを暗号化して送る場合は、ホスト

スト装置のファイルが破壊される前にユーザ

装置で暗号化後のハッシュ値を計算する。) フ

が、ウイルスに気がつけばデータ保全が可能で

ァイル一致確認の必要が生じると、ホスト装置

ある。またホスト装置のファイルが破壊されて

と保存装置それぞれが、各ファイルのハッシュ

も、被害は、不一致状態になった後の更新ファ

値から総ハッシュ値を計算し、ホスト装置から

イルに限られる。このため、上述の対策で許容

保存装置に送って、一致の確認を保存装置で行

できるものと考えた。

なう。もし、不一致であれば、その情報をユー
ザ装置に送って、ユーザに警告を行う。(図 2

３．２ 更新履歴領域食い潰し攻撃

参照)

保存装置における更新履歴領域は当然のこ

次の場合を想定する。ホスト装置でファイル

とながら有限であるため、異常検出時に復元で

を作成したとき、ホスト装置のウイルスがその

きるファイルの量には限界がある。そのため、

ファイルの情報を保存装置に送ることを妨害

仮にウイルスが大量のファイル破壊や同一フ

する。保存装置から総ハッシュ値計算要求が来

ァイルの多数回繰り返し更新を行えば、正常な

たとき、保存装置に送ることを妨害したファイ

ファイルまで復元できないおそれがある。この

ルのハッシュ値を計算から除外して総ハッシ

ため、保存装置は短期間に閾値を越える大量の

ュ値を求めれば、保存装置で計算した総ハッシ

ファイル更新情報が送信されてきたとき、保存

ュ値と一致させることができてしまう。その結

装置の複製ファイル更新を一時中断し、更新正

果、ウイルスは、ホスト装置のファイルと保存

当性の可否をユーザ装置経由でユーザに問い
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ホスト装置

保存装置

OS

ファイルの更新処理

ユーザプログラム
コピーファイル
フィルタドライバ
ファイル更新履歴処理
更新ファイルの出力機能
各ファイルのハッシュ値計算

更新履歴
ハッシュ値計算
総ハッシュ値計算

ファイルのハッシュ値

総ハッシュ値比較
総ハッシュ値計算

ユーザ装置

ユーザ

結果の出力
異常

正常/異常の判定要求

正常範囲内
異常の場合、ファイル

判定結果

更新の保留
中継

復号化

暗号化

タイムアウト監
復号化

中継

暗号化

暗号化

中継

複号化

図 3 データ保護システムの主要ソフトウェア構成
合わせる。ユーザが正当であると判断すれば、

すましが行われる危険がある。そのため、保存

続行の指示をユーザ装置に入力し、ユーザ装置

装置とユーザ装置間の通信は暗号化して行う。

から保存装置に回答して処理を続行する。ユー

ホスト装置が中継を行わずに遮断する場合も

ザが異常であると判断すれば、処理を中断して

考慮して、ヘルシーメッセージをユーザ装置と

ウイルス駆除など必要な手段を講じる。

保存装置間で交換する。交換するメッセージの
通番管理により、ホスト装置が選択的に交換メ

３．３ 保存装置とユーザ装置の通信中継妨害

ッセージを遮断しても、ユーザは異常に気がつ

保存装置からユーザへの警報や確認の情報
及びユーザから保存装置への応答やファイル

き、回復処理をとるきっかけを掴むことができ
る。[4]

復元要求などの情報は、ホスト装置、ユーザ装
置を経由して行う。ホスト装置がウイルスに支

4．システムのソフトウェア

配された場合、この通信の妨害や改ざん、なり
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ホスト装置は汎用のクライアントＰＣで構

築可能であり、汎用 OS のアプリケーション、

接続が切れていても必ずしも異常ではない。逆

更新ファイルの送信と各ファイルのハッシュ

にユーザがホスト装置／ユーザ装置が動作さ

値を計算・保存するフィルタドライバ、ユーザ

せたときは、保存装置と接続されていなければ

装置と保存装置間で情報の中継を行う中継プ

異常と判断することにより、ウイルスの妨害活

ログラム、各ファイルのハッシュ値を用いる総

動を監視する。(図 3 参照)

ハッシュ値の計算プログラム、ファイルをホス
ト装置と保存装置間で一致させる同期化や復

5．モバイル端末におけるデータ保護

元の処理を保存装置と連携して行うファイル

5．１ モバイル端末の特徴

管理プログラムなどをインストールする。

これまで述べたとおり、我々が現在開発して

保存装置はサーバとしての役割を果たす。1

いるデータ保存システムのユーザ装置はホス

つの保存装置で複数台のホスト装置に対応可

ト装置に STB として接続する形態を想定して

能である。例えば事務所であれば部門ごとに 1

いる。このシステムのホスト装置は、定位置で

台の専用サーバとして設置すれば良い。家庭の

使用することを前提としている。(以下、定位

個人のＰＣであれば、プロバイダが保存装置を

置 PC と呼ぶ。) しかし、モバイル端末をホス

付加サービスとして実現する方法が考えられ

ト装置 (以下、モバイル PC と呼ぶ。) とする

る。あるいは、ホームネットワークが発達すれ

場合、次の問題がある。

ばホームサーバに保存装置の機能を持たせる

・ モバイル PC がホスト装置の場合、端末使

こともできる。汎用のサーバをベースに構築可

用時でも、保存装置と接続されているとは

能であるが、モバイルコードの実行機能は排除

限らない。

しなければならない。保存装置の機能としては、

・ ユーザ装置を携帯することは、実用上困難

対象となるホスト装置ファイルの複製を持つ

である。
従って、モバイル PC がホスト装置の場合、

機能、ファイル更新履歴を管理する機能、ホス
ト装置からのファイル更新情報を監視する機

定位置の場合とは少々異なるアーキテクチャ

能、ユーザに適宜情報を伝える機能、保存装置

が必要である。

の複製ファイルのハッシュ値を計算する機能、
ユーザ装置からの指示を受けてファイルの同

5．２ モバイル端末の利用形態とデータ保護の

期化や復元処理を行う機能を有する。

必要性

ユーザ装置のみは、後述するモバイル端末の

モバイル端末に関してデータ保護の必要性

場合を除いて、専用のセットトップボックス

はどの程度あるだろうか。ユーザにより、三通

(以下、STB と略す。)を想定している。ホスト

りの使用形態が考えられる。

装置を中継して保存装置と通信を行う機能を

第 1 の形態は、同じモバイル端末を職場や

有するため、コマンドや警告、応答の入出力機

自宅で作業するときも外出時も、常時同じ端末

能、ヘルシーメッセージ交換機能、メッセージ

を使用する場合である。データの重要性は定位

の暗号化復号化機能を有する。また、保存装置

置ホスト装置の場合と変わらない。

に更新ファイルを送るときに暗号化を行うと

第 2 の形態は、ユーザは定位置 PC を職場や

すれば、復元に備えてその鍵をホスト装置とと

ホームに持ち、大部分の作業は定位置ホスト装

もにユーザ装置にも保持しておく必要がある。

置を用いて作業を行う。第二の PC として、モ

保存装置は常時稼動を前提とするが、ホスト

バイル PC を持ち外出時に使用する。重要なデ

装置は必ずしも常時稼動しているとは限らな

ータは定位置ホームにある PC のディスクに

い。従って保存装置から見て、ホスト装置との

ある。外出時には必要なデータのみをモバイル
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と、保護できないのは外出中に作成・収集した
データに限られるので影響は小さいと考えら
モバイル
ホスト
装置
ローカルな
更新履歴

ローカル
ディスク

保存装置

れる。
保存装置との通信が、切断状態時の更新ファ

更新
ファイル

イルの履歴は待ち行列として保存しておき、接

ローカルディスク
のコピー

続できた状態で保存装置に伝送する。

更新履歴
携帯電話

5．４ ユーザ装置
ユーザ装置に定位置 PC の場合と同様の装

図 4． モバイル端末の場合のデータ保護

置を持ち歩くことは、ユーザ装置を小型化して

システム構成図

もユーザには負担となり、普及には障害となる。

PC にコピーして利用する。外出先で作成・収

そのため、ユーザ装置として携帯電話のメール

集したデータはモバイル端末に保存し、帰着後、 機能を代替として用いる。携帯電話はモバイル
ホームのホスト PC に保存する。この場合、モ

端末を持つような人間であれば大部分が所持

バイル端末の情報が失われても外出時に作

していると言って良く、ユーザにとって所持は

成・収集したデータのみであるから被害はやや

負担と感じない。保存装置からの警報や確認は

軽い場合が多いが、外出時の作成・収集データ

メールで直接ユーザに連絡する。ユーザから保

の重要性によっては紛失があってはならない

存装置への問い合わせや連絡もメールを用い

こともある。

る。ただし、保存装置から見て、ホスト装置(モ

第 3 の形態は、定位置 PC とモバイル PC を

バイル PC)が稼動していなくても異常とは限

持ち、定位置に居る場合は、定位置用の PC を

らないので、ホスト装置から更新ファイルを送

用いるがモバイル PC も接続し、モバイル PC

られてこなくても警報のメールを送ることは

のディスクをホストからアクセスし、主たるユ

できない。そのため、ユーザから接続開始のメ

ーザファイルとして用いる方法である。定位置

ールを送る必要がある。保存装置がホスト装置

PC とモバイル PC との間でデータ交換を行う

との接続断を検出すれば、その情報をユーザの

必要がない。一般にモバイル PC のディスクは

携帯端末に送る。ユーザは正常な接続断と判断

定位置 PC よりディスク容量は小さいが、映像、 すれば、無視すれば良い。異常と判断すれば、
画像、音声などのマルチメディア・データを除

定位置 PC の場合と同様の処置を行う。この携

けば、一般には十分な容量を確保できるので、

帯電話を用いる方法は、次の問題がある。第一

このような利用法も可能である。

に、ユーザが接続開始のメールを送るというア
クションが必要なことが負担となる。データ保

5．３ モバイル端末のデータ保護処理

護機能は、普段はまったくこの機能を意識せず、

モバイル端末が保存装置と通信の接続がで

異常時のみ意識するという空気のような存在

きない場合は、データの保護はあきらめる。こ

であることが望ましい。第二に、保存装置と携

れは厳しいようであるが、より障害の可能性が

帯電話との通信がセキュアでないため、なんら

高いハードウェア障害も考慮すれば単一系の

かの攻撃を受ける可能性が残る。第三に携帯電

システム構成では保護が無理なことは自明で

話のメール網を用いるため応答が遅い可能性

あること、外出中にたまたま時限爆弾的なウイ

がある。従って定位置 PC システムの場合は、

ルスの活動期に入るということを除いて、ウイ

携帯電話をユーザ装置とする方式は採用せず、

ルスによるファイル破壊の可能性は小さいこ

専用の STB としたものである。しかし、モバ
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イル PC の場合、利便性、安全性で多少下がる
ものの、実用性は十分あるものとして携帯電話
をユーザ装置として用いることを提案するも
のである。
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6. まとめ
現在、研究開発を行っているデータ保護機能
を有する電子保存システムをモバイル PC に
適用する場合について検討した。今後、本機能
を実現するために必要なハッシュ計算や暗号
化処理などの負荷を計測し、実用性証明の強化
を行う予定である。また、ファイル更新コンフ
ァーム機能の付加による個別ファイル破壊検
出機能の向上、クリーンなプロセッサにおける
ファイル出力コンファーム機能によるワーム
の撒き散らしや個人情報流出防止機能の付加
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