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クラウドビジネスを支えるセキュリティ基盤技術

情報トレーサビリティとは

牛肉など食材のトレーサビリティ
は，現在の日本の食品市場では当然に
利用され，いつどこで生まれた牛が誰
によってどう育てられ流通しているの
かを知ることができます．

一方，情報システムではどうでしょ
うか．あなたが今，作成した資料を別
の人に送ったとして，その後，誰がど
こでどのように改変して使っているか
まで，把握ができるでしょうか．人が
情報システムに不安を感じるのは，そ
のシステム内の情報の取り扱いが見え
ずに確信が持てない場合（1）といわれま
す．情報トレーサビリティとは，情報
システム内の資料等の情報を追跡し

何が起きているかを可視化すること
です．

トレーサビリティ基盤TRXの概要

NTTセキュアプラットフォーム研
究所では，情報トレーサビリティの実
現を目指し，多様な事象を可視化する
ためのトレーサビリティ基盤TRXの
研究開発を進めています．

トレーサビリティ基盤TRXの役割
を図 1 に示します．クラウドなどのシ
ステム上ではファイル操作や仮想サー
バの生成，サービス提供に伴うWebア
クセスなどさまざまな「イベント（出
来事）」が発生しますが，トレーサビ
リティ基盤TRXはそのイベントを可
視化します．ここでの可視化とは「イ

ベント間の関係をつなぎ合わせること
で，イベント単体だけでは分からな
かった情報を目に見える形式で表現，
または加工しやすい形式で提供するこ
と」です．

次に，トレーサビリティ基盤TRX
の機能要素とログ情報の流れを図 2
に示します．さまざまなイベントを可
視化できますが，特にファイル操作に
おいては，人の操作に対応する高精度
な可視化を，またVM（Virtual Ma-
chine）イメージ＊ 1 の複製においては
アクティブトレース技術を用いた検知

可視化 ロ　グ トレーサビリティ

図 1 　トレーサビリティ基盤TRXの役割
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＊1	 VMイメージ：仮想化技術によりサーバ等を
構成する際に，個々の仮想サーバの実体を
格納する電子ファイル．電子ファイルのた
め，仮想サーバの生成 ・ 削除 ・ 複製が容易
になります．

トレーサビリティ基盤TRX

トレーサビリティ基盤TRXは，NTTセキュアプラットフォーム研究所が
開発する，システム上で発生するさまざまなイベントを可視化するための
基盤です．可視化によって，ファイルやVM（Virtual Machine）イメージ
が複製され流通していく状況の追跡が可能になります．これを応用すると，
オフィスにおけるファイルのライフサイクル管理や，クラウド事業者にお
ける仮想サーバのOSライセンス管理等，これまで見えなかった情報の流れ
を簡便に把握することができます．
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を基本機能として提供しており，これ
らの機能は，トレーサビリティ基盤
TRXを特徴付けるものとなっています．
■ファイル操作の可視化（ファイ
ルトレース）

（1）　ファイル操作イベントの高精
度な可視化

トレーサビリティ基盤TRXのファ
イル操作イベントにおける，可視化の
流れを図 3 に示します.

ユーザ端末側のファイルトレースロ
グ生成機能は，仮想デスクトップを含
むWindows端末上で動作するアプリ
ケーションのファイルI/Oとウインド

ウイベント等を監視しています（図 3
（a），（b））．監視されるイベントは，例
えばファイルI/Oでいえば「ファイル
オープン」「データ読み込み」「データ
書き込み」「削除」等の非常にプリミ
ティブなものですが，トレーサビリ
ティ基盤TRXの中の各機能を通して
多段階で変換し，元のイベントである
人の操作とほぼ一対一に対応するログ
に抽象化し保管しています．

このプリミティブなイベントは，例
えばファイルI/Oでは毎秒 1 万件以上
も発生する膨大なものですが，そこか
ら人の操作に対応する毎秒数件程度の

ログへの正確な変換には高度なノウハ
ウが必要です．トレーサビリティ基盤
TRXでは市中製品＊ 2 をカスタマイズ
しMicrosoft OfficeやAdobe Acrobat
等，オフィス環境でよく用いられてい
るアプリケーションで，特に高精度な
ログが生成されるよう工夫をこらして
います．

（2）　ファイル操作イベントの可視
化のためのグルーピング

イベント可視化のためのグルーピン

コピー

Windows
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図 2 　トレーサビリティ基盤TRXの機能要素とログ情報の流れ
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グの流れを図 4 に示します．同じファ
イルから複製などで派生したファイル
群に関するログを正規化し，まとめて
扱えるようさらにグルーピング処理を
行います．ファイル操作の正規化ログ
には次の情報を含みます．

・  操作前ファイル名：操作前のファ
イル名（操作種別が「生成」の場
合には「操作前ファイル名」は含
みません）

・  日時：操作の行われた日時

・  ユーザID：操作を行ったユーザ
の識別子

・  端末アドレス：操作が行われた端
末のアドレス

・  操作種別：操作の種別（生成，複
製，変名，移動，削除など）

・  操作後ファイル名：操作後のファ
イル名（操作種別が「削除」の場
合には「操作後ファイル名」は記
録しません）

上記正規化ログのグルーピング処理

には，ファイルの操作に伴う前後の
ファイル名を利用しています．例えば，
ある操作Aの操作前のファイル名と別
の操作Bの操作後のファイル名が同一
であれば，操作Aと操作Bの 2 つの
ファイル操作イベントどうしを関連付
けることができます．この関連付けを
次々に進めていくことで，同じファイ
ルを祖先とするファイルに関する正規
化ログを 1 つのグループに整理する
ことができます．このグルーピングを，
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図 3 　ファイル操作イベントの可視化の流れ
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Hadoop Map Reduceを用いた独自の
アルゴリズムにより高速に処理してい
るのです（2）．このようにして構成され
たグループは，樹形図を用いた可視化
を行う際のログ検索や，ブラウザ等に
よる樹形図表示に利用することで表示
の高速化をも実現しています．

（3）　スケーラビリティ
トレーサビリティ基盤TRXにおけ

るファイルトレースは，Hadoopによ
る分散基盤を用い，スケールアウト可
能な処理アルゴリズムによって実装し
ています．ログ保管部分は，小規模向
けには取り扱いの容易なPostgreSQL
に よ るRDB（Relational DataBase）
にて 1 台構成から，大規模向けには
HDFS（Hadoop Distributed File 

System）により数10台の分散処理に
よるスケールアウトで，最大10万人規
模のオフィスでのファイルトレースま
で可能です．
■VMイメージ複製利用の可視化
（VMトレース）
仮想化技術の進展により，従来は

ハードウェアに固定化されていたサー
バが，VMイメージファイルという一
種のファイルのかたちをとることで，
容易にサーバ構築や増設 ・ 複製が行え
るようになりました．サ ー バ の 複製
は，並列処理のための複数サーバを容
易に構築する手段に使える等のメリッ
トがある一方で，サーバに含まれるソ
フトウェアライセンスや個人情報等の
機微情報も容易に丸ごと複製されてし

まうことから，ライセンス違反や情報
漏洩を引き起こすデメリットも伴いま
す．このことから，サーバの複製を把
握することが課題となっています．

VMトレースとは，コンテンツ自体
が起動時に状態通知を行うアクティブ
トレース技術を用いて，VMイメージ
中にトレーサと呼ぶ状態通知の仕組み
を埋め込むことにより，仮想サーバ起
動時にVMイメージの複製を検知しロ
グ出力するという機能です．

VMトレースログ生成の仕組みを図
5 に示します．Step.1では，仮想サー
バが起動した段階でトレーサの中にロ
グ生成時に付与した追跡ID（TID）
と呼ばれる管理番号を格納し，各仮想
サーバの実体ごとにシステムが付与す
る固有値（UID）と呼ばれる値と対に
して管理しています．ここで，Step.2
のように仮想サーバA（のVMイメー
ジ）が複製されたとします．Step.3で
この複製されたサーバA’が起動した
際の通知はTID＝ 1 ，UID＝7890とな
りますが，これはStep.1またはそれ以
前の通知のTIDとUIDの組み合わせに
含まれないため，VMトレースログ生
成サーバはVMイメージの複製が行わ
れたと判定しログ出力を行うと同時
に，複製された仮想サーバA’に新たな
TID＝ 2 を付与します．以上のように
して，VMイメージの複製を検知し，
ログとして生成します．

生成されたログのグルーピング以降
の処理は，ファイルトレースの場合と
同様です．これにより，VMイメージ

図 4 　ファイル操作イベントの可視化のためのグルーピング
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の複製関係を追跡し，グルーピング処
理により樹形図として可視化すること
ができます．VMイメージは，IaaS

（Infrastructure as a Service）事業者
の内部に閉じた環境に限定すれば，ハ
イパーバイザ等のログからも追跡する
ことが可能です．しかし，VMイメー
ジのダウンロードやアップロード機能
により，簡単にIaaS事業者の外部へ
の移動や複製ができてしまうため，必
要とされる追跡を行うことが困難で
す．VMイメージ内でデータを保護す
る機能は既存製品でも実現されていま
すが，VMイメージを丸ごと複製され
た場合には管理しきれないおそれがあ
ります．トレーサビリティ基盤TRX

のVMトレースは，今後問題が発生す
るおそれのあるVMイメージの複製の
追跡に関する，事後対策の 1 つとなり
得るものです．

トレーサビリティ基盤TRXによる
可視化の利用例

トレーサビリティ基盤TRXの利用
例を表に示します．ここではオフィス
におけるファイルのライフサイクル管
理と，クラウド事業者における仮想
サーバのOSライセンス管理の例につ
いて紹介します．
■オフィスにおけるファイルのライ
フサイクル管理
企業において，情報漏洩のリスクが

高まり内部統制の強化を行う必要が生
じていることは前述のとおりですが，
トレーサビリティ基盤TRXを用いる
と，企業内におけるファイルのライフ
サイクルを管理することが可能となり
ます．あらかじめ従業員が利用する
PCにエージェントをインストールす
ることで，企業内に存在するファイル
に対するイベントを収集できるため，
ファイルを複数人で共有している環境
においても生成〜参照〜更新〜複製〜
削除を把握することができます．さら
に，ファイル名を変更したりフォルダ
間で移動や共有サーバを経由して派生
したりした場合でも，オリジナルの
ファイルにさかのぼって流通経路をた

UID＝3456

通知（－，3456）

図 5 　アクティブトレース技術を用いたVMトレースログ生成の仕組み
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どれるため，重大な誤情報を含んだ
ファイルがすべて削除されていること
や，重要な周知事項が必要な社員が参
照していること等が容易に確認可能
です．
■クラウド事業者における仮想サー
バのOSライセンス管理
IaaS事業者などお客さまに仮想

サーバ貸し出しサービスを行うクラウ
ド事業者は，提供する仮想サーバに内
包するソフトウェアが有償のものであ
る場合はもちろん，そうでない場合に
も，そのライセンスを適切に管理する
必要が生じる場合があります．クラウ
ドの中ではバックアップや冗長化，試
験環境構築のためにVMイメージを複
製する機会も多く，またお客さまがダ
ウンロードしたVMイメージを用いて
他のクラウド事業者のサービスを受け
ることも想定されます．このような場
合にも，前述のVMトレースを用いる
ことで，VMイメージが複製され起動
されている事実や，ライセンス管理上
の問題を知ることができます．

今後の取り組み

現在，トレーサビリティ基盤TRX
の事業導入が始まり，具体的な改善点
が明らかになってきており，大規模構
成の低コスト化やログ収集妨害耐性向
上，運用面での実績を踏まえた改善に
取り組んでいる段階です．早ければ
2014年度中にも商品化できるよう検
討しています．

トレース範囲の拡大に関する取り組
みとして，VMトレース向けに開発し
たアクティブトレース技術を一般ファ
イルに応用することで，あらかじめ
エージェント等のインストールが困難
な社外取引先向け資料の追跡等への適
用拡大を検討しています（3）．
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表　トレーサビリティ基盤TRXの利用例

利用者（想定） 目　的 効　果

オフィスにおけ
るファイルのラ
イフサイクル
管理

顧客情報や社内重要情
報を含む電子ファイル
を持つ企業

内部統制の強化
（企業内における電子
ファイルの管理）

・  重要情報の参照や削除
の確認

・  情報漏洩行為の抑止
・  インシデント対応の迅

速化

クラウド事業者
における仮想
サーバのOSラ
イセンス管理

クラウド事業者 VMの管理
OS等のライセンス管理

・  クラウド内における
VM管理の確認容易化

・  OS等のライセンス違
反の検出

・  有償ライセンスを含む
VMの使い回し抑制

（左から） 元田  敏浩/ 永吉  　剛/  
 秋葉  淳哉/ 竹内  　格

　セキュリティといえば，暗号化やサイバー
攻撃対策，マルウェア対策が着目されてい
ますが，トレーサビリティ基盤TRXのよう
に，漏洩後の対策も含めたバランスの良い
対策が必要です．ぜひ事後対策にも着目し
てください．

◆問い合わせ先
NTTセキュアプラットフォーム研究所
 セキュリティマネジメント推進プロジェクト
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