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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信セッションが、第1プロトコルを使用する親フローと呼ばれる第1データフローを備
え、前記親フローが、前記セッションのための第2プロトコルを使用する子フローと呼ば
れる第2データフローを確立することを可能にするデータを備える、データネットワーク
上で通信セッションを管理するための方法であって、前記セッションに対して、
　前記子フローを確立することを可能にするデータを前記親フローにおいて検索する段階
(13)と、
　親キーと呼ばれるシグネチャを生成し(15)、記憶する段階(17)とを備え、前記シグネチ
ャは、前記データとは別の前記データを使用し、
　前記方法は、
　前記データネットワーク上で第2プロトコルを使用するデータフローを監査する段階(19
)と、
　前記監査されるデータフローの中で所与のデータフローのそれぞれについて、
　前記所与のデータフローのためにシグネチャを作成する段階(1)と、
　前記所与のデータフローの前記シグネチャを前記親キーと比較する段階(23)と、
　前記比較の結果が肯定である場合、対応するデータフローが前記セッションの前記子フ
ローであると判定する段階(25)とを備える方法。
【請求項２】
　前記セッションは判定された複数の子フローを備え、前記データフローは、前記子フロ
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ーのセットが判定されるまで監査される請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記子フローは、前記セッションのための第3プロトコルを使用する第3データフローを
確立することを可能にするデータを備え、シグネチャは前記データを使用して生成され、
前記第3プロトコルを使用するデータフローは、前記セッションに対応する前記データフ
ローが判定されるまで監査される請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法は、前記第2プロトコルを使用する前記フローの各々のために、親キーが生成
され、記憶される親フローを各々が備える複数のセッションを監視し、前記シグネチャは
、前記フローが前記セッションのうちの1つの前記子フローであるかどうかを判定するた
めに、前記親キーの各々と比較される請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　プログラムがコンピュータ上で実行される場合に、請求項1から4のいずれかによる方法
のステップを実行するために、コンピュータ可読媒体に記憶されたプログラム符号を備え
るコンピュータプログラム。
【請求項６】
　通信セッションが、第1プロトコルを使用する親フローと呼ばれる第1データフローを備
え、前記親フローが、前記セッションのための第2プロトコルを使用する子フローと呼ば
れる第2データフローを確立することを可能にするデータを備える、データネットワーク
上で通信セッションを管理するためのシステムであって、前記セッションに対して、
　前記子フローを確立することを可能にするデータを前記親フローにおいて検索するため
の第1フローアナライザ(31)と、
　親キーと呼ばれるシグネチャを生成するための第1シグネチャジェネレータ(33)とを備
え、前記シグネチャは、前記データとは別の前記データを使用し、
　前記システムは、
　前記シグネチャを記憶するためのメモリ(35)と、
　前記データネットワーク上で前記第2プロトコルを使用するデータフローを監査するた
めの第2フローアナライザ(37)と、
　前記監査されるデータフローの中で所与のデータフローのそれぞれについて、
　前記所与のデータフローのシグネチャを作成するための第2シグネチャジェネレータ(39
)と、
　前記所与のデータフローの前記シグネチャを前記親キーと比較するためのコンパレータ
(41)と、
　前記コンパレータの結果が肯定である場合、前記シグネチャに対応する前記フローに、
前記セッションの前記子フローとしてタグ付けするタガー(43)とを備えるシステム。
【請求項７】
　少なくとも前記メモリと前記コンパレータと前記タガーとを含む第1デバイスと、少な
くとも前記第1フローアナライザと前記第1シグネチャジェネレータと前記生成された信号
を前記第1デバイスに送信するためのインターフェースとを含む第2デバイスの、データネ
ットワークによって接続された少なくとも2つのデバイスを備える請求項6に記載のシステ
ム。
【請求項８】
　前記データネットワークによって前記第1デバイスに接続され、少なくとも前記第2フロ
ーアナライザと前記第2シグネチャジェネレータと前記生成されたシグネチャを前記第1デ
バイスに送信するためのインターフェースとを含む少なくとも第3のデバイスを備える請
求項7に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信セッションが、第1プロトコルを使用する親フローと呼ばれる第1データ
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フローを備え、前記親フローが、前記セッションのための第2プロトコルを使用する子フ
ローと呼ばれる第2データフローを確立することを可能にするデータを備える、データネ
ットワーク上で通信セッションを管理するための方法およびシステムに関する。また本発
明は、管理方法を実施するためのコンピュータプログラム製品にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在のネットワークアプリケーションは一般に、それらのタスクを遂行するために複数
のセッションおよびプロトコルを使用する。
【０００３】
　例えば、ビデオ会議で生成されたビデオコールの間に、RTPセッション(リアルタイムプ
ロトコル)はSIP(セッション開始プロトコル)によって開始され、RTPセッションのパラメ
ータは、SIPセッションによって交換される情報によって決まる。
【０００４】
　例えばファイヤーウォール等のネットワーク監視デバイスは、異なるプロトコルのセッ
ションの間でリンクを確立するためにステートマシンを使用する。
【０００５】
　ステートマシンの動作は各々の新しいネットワークアプリケーションのために定義され
なければならないことから、この解決法には、これらのデバイスの複雑性が増すという欠
点がある。さらに、異なるフローを処理することは大量のリソースを消費する可能性があ
り、そのことがこれらのデバイスを通じて利用可能な帯域幅を制限し、または高価な機械
の開発もしくは監視されるデータ量の制限を必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、ハードウェアおよび実装リソースに関して、マルチプロトコルネットワー
クアプリケーションをより効率的に監視する管理方法およびシステムを持つことが有利で
あると思われる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の欠点のうちの1つまたは複数を克服するために、通信セッションが、第1プロトコ
ルを使用する親フローと呼ばれる第1データフローを備え、前記親フローが、前記セッシ
ョンのための第2プロトコルを使用する子フローと呼ばれる第2データフローを確立するこ
とを可能にするデータを備える、データネットワーク上で通信セッションを管理するため
の方法は:
・子フローを確立することを可能にするデータを求めて親フローを検索する段階と、
・これらのデータを使用して、親キーと呼ばれるシグネチャを生成し、記憶する段階と、
・データネットワーク上で第2プロトコルを使用するデータフローを監査する段階と、
・フローの各々のためにシグネチャを作成する段階と、
・フローの各々のシグネチャを親キーと比較する段階と、
・比較の結果が肯定である場合、対応するデータフローがセッションの子フローであると
判定する段階とを備える。
【０００８】
　コンピュータによって行われる迅速で単純なオペレーションである、適切なシグネチャ
を用いて各フローを定義すること、および単純なシグネチャの比較を実行することによっ
て、この方法は有利にも、ステートマシンを定義することを必要とせずに、関連したフロ
ーを簡単にグループ化することを可能にする。
【０００９】
　単独で、または組み合わせて使用されてもよい本発明の特定の機能または利点は以下の
通りである:
・セッションは判定された複数の子フローを備え、データフローは、子フローのセットが
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判定されるまで監査される。
・子フローは、セッションのために第3プロトコルを使用する第3データフローを確立する
ことを可能にするデータを備え、これらのデータからシグネチャが生成され、第3プロト
コルを使用するデータフローは、セッションに対応するデータフローが判定されるまで監
査される。
・本方法は、第2プロトコルを使用するフローの各々のために、親キーが生成され、記憶
される親フローを各々が備える複数のセッションを監視し、フローがセッションの1つの
うちの子フローであるかどうかを判定するために、シグネチャが親キーの各々と比較され
る。
【００１０】
　この方法は、多数の親フロー、子フロー、および1つまたは複数の親フローの間のイン
ヘリタンス、任意のレベルインヘリタンスを備えた1つまたは複数の子フローを定義する
任意の種類のツリー構造に有利に適用されるということに留意されたい。
【００１１】
　本発明の第2の態様で、コンピュータプログラム製品は、前記プログラムがコンピュー
タ上で実行される場合に上記の方法の段階を実行するための、コンピュータ可読媒体上に
記憶されたプログラム符号を備える。
【００１２】
　本発明の第3の態様で、通信セッションが、第1プロトコルを使用する親フローと呼ばれ
る第1データフローを備え、前記親フローが、前記セッションのための第2プロトコルを使
用する子フローと呼ばれる第2データフローを確立することを可能にするデータを備える
、データネットワーク上で通信セッションを管理するためのシステムは:
・子フローを確立することを可能にするデータを求めて親フローを検索するための第1フ
ローアナライザと、
・これらのデータを使用する親キーと呼ばれるシグネチャを生成するための第1シグネチ
ャジェネレータと、
・シグネチャを記憶するためのメモリと、
・データネットワーク上で第2プロトコルを使用するデータフローを監査するための第2フ
ローアナライザと、
・これらのフローの各々のための第2シグネチャジェネレータと、
・これらのフローの各々のシグネチャを親キーと比較するためのコンパレータと、
・コンパレータの結果が肯定である場合、シグネチャに対応するフローに、セッションの
子フローとしてタグ付けするタガー(tagger)とを備える。
【００１３】
　本発明の特定の実施形態で、システムはデータネットワークによって接続された少なく
とも2つのデバイス:少なくともメモリとシグネチャコンパレータとタガーとを含む第1デ
バイスと、少なくとも第1フローアナライザと第1シグネチャジェネレータと、生成された
シグネチャを第1デバイスに送信するためのインターフェースとを含む第2デバイスを備え
る。このシステムはまた、データネットワークによって第1デバイスに接続され、少なく
とも第2フローアナライザと第2シグネチャジェネレータと生成されたシグネチャを第1デ
バイスに送信するためのインターフェースとを含む少なくとも1つの第3デバイスを含む。
【００１４】
　本発明は、単に例としてのみ示される以下の説明を読むことによって、また添付の図面
を参照することによって、よりよく理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】データネットワークの概略図である。
【図２】本発明の1つの実施形態による方法の流れ図である。
【図３】本発明の1つの実施形態による管理システムの概略図である。
【図４】本発明の第2実施形態による管理システムの概略図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図1を参照すると、デジタルデータネットワーク1は、多数のデバイス3を相互接続する
。管理システム5は、デバイス3の間で交換されるデータフローを捕獲するために、このネ
ットワークに接続される。
【００１７】
　システム5は、ネットワーク1の中を移動する通信セッションを監視する。「セッション
」またはアプリケーションセッションは、所与のネットワークアプリケーションによって
生成されるデータ交換のセットである。
【００１８】
　例えば、よく知られているように、第1デバイスがFTPプロトコルを使用してファイルを
第2デバイスに移動させようとする場合、第1デバイスおよび第2デバイスはポート21でのT
CPプロトコルを使用した第1の交換から始まり、次いで、様々であるが1024より大きいポ
ート番号で、TCPプロトコルを使用するFTP-DATAを使用して実際のファイルを転送するこ
とに同意する。これらの交換のすべてが、一緒にセッションを構成する。
【００１９】
　ポート21での第1TCP交換およびFTP-DATAを使用する転送は、以下ではサブセッションま
たは単にデータフローと呼ばれる。
【００２０】
　第1サブセッションは、2つのデバイス間のデータ交換を可能にすることから親サブセッ
ションまたは親フローと呼ばれ、これによって第2サブセッションを確立することが可能
となり、したがって第2サブセッションは子サブセッションまたは子フローと呼ばれる。
【００２１】
　セッションを監視するために、システム5は図2に描いた以下の方法を適用する。
【００２２】
　転送されたデータを分析することによって、システムは段階11で、アプリケーションセ
ッションが親フローの形で確立されているということを検出する。
【００２３】
　次いで段階13で、システム5は、子フローを確立するために使用するデータを検索する
中で親フローを分析する。例えばFTPセッションでは、システム5はファイル転送が生じる
ポート番号を判定するために、送信されたパケットを分析することになる。
【００２４】
　一旦これらのデータが集められると、システム5は段階15で、親キーと呼ばれるシグネ
チャを生成するためにこれらのデータを使用する。例えばFTPセッションのために、シス
テム5は、ソースデバイスおよび受信デバイスのIPアドレス、ならびにポート番号からシ
グネチャを生成する。このシグネチャは、例えばこれらのデータのためのハッシュ値であ
る。
【００２５】
　段階17で、親キーはシステム5によって記憶される。
【００２６】
　次いでシステム5は、段階19で、例えばフローが子フローと互換性のあるプロトコルを
使用することから、子フローに対応する可能性のあるフローを監視する。
【００２７】
　段階21で、システム5はこれらのフローの各々のためにシグネチャを計算する。このシ
グネチャの計算は、親キーの計算と同様である。例えばFTPセッションのために、システ
ム5は2つのデバイスのIPアドレスおよびポート番号のためのハッシュキーを計算する。
【００２８】
　このシグネチャは、段階23で親キーと比較される。
【００２９】
　比較の結果が肯定である場合、対応するフローはシステム5が探している子フローであ
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り、これが段階25である。
【００３０】
　明快であるにするために、以下の説明は、1つの親フローと1つの子フローに限定されて
いる。しかしながら、本方法は多数の親フローと子フローに対して容易に一般化される。
【００３１】
　したがって、セッションが1つの親フローと多数の子フローから構成されている場合、
システムは必要なだけ多くの親キーを計算し、すべての子フローが見つけ出されるまで、
すべてのフローを監視する。
【００３２】
　反対に複数のセッション、したがって複数の親フローは、並行して監視されてもよい。
【００３３】
　次いで、対応する親キーが存在するまで、フローシグネチャの比較がすべての親キーに
ついて行われ、したがって関連セッションを定義する。対応するキーが存在しない場合、
それは、フローが監視されたセッションのうちのいずれにも属さないということを意味す
る。
【００３４】
　この方法は、子フローが他のフローを確立するためのデータを含み、その子フローであ
るこの他のフローのために親フローとして動作するということを意味する、多数のレベル
のインヘリタンスを備えるセッションにも容易に適用されることが可能である。子フロー
によって運ばれる接続データに基づいて、システムは、可能性のある子フローのシグネチ
ャが比較される親キーを定義する。
【００３５】
　本方法の正確な実装は、所望の技術的特性および処理システムの能力によって、異なる
形態をとってもよい。
【００３６】
　例えば、親キーのセットは、セッション名である属性を有する順序付けられたインデッ
クスのベクトルに対応してもよい。一旦フローのシグネチャが計算されると、次いで検索
および１つまたは複数の親キーとの比較、ならびにフローのセッションへの割当ては、イ
ンデックスに基づいてオペレーションに対応し、これは、リソースおよび速度の点で非常
に効率的なコンピュータオペレーションである。このことはまた、多数のセッションにつ
いての管理オペレーションのプールを可能にする。
【００３７】
　したがって管理システム5は、図3に描かれているように:
・子フローを確立することを可能にするデータを求めて親フローを検索するための第1フ
ローアナライザ31と、
・これらのデータを使用して、親キーと呼ばれるシグネチャを生成するための第1シグネ
チャジェネレータ33と、
・シグネチャを記憶するためのメモリ35と、
・データネットワーク上で第2プロトコルを使用するデータフローを監査するための第2フ
ローアナライザ37と、
・これらのフローの各々のための第2シグネチャジェネレータ39と、
・これらのフローの各々のシグネチャを親キーと比較するためのコンパレータ41と、
・コンパレータの結果が肯定である場合、シグネチャに対応するフローに、セッションの
子フローとしてタグ付けするためのタガー43とを備える。
【００３８】
　この管理システムは、専用の電子回路として、またはプログラムがコンピュータ上で実
行される場合にこの管理方法の段階を実施する、コンピュータ可読媒体に記憶されたプロ
グラム符号を備えるコンピュータプログラムを用いて特にコンピュータをプログラムする
ことによって、実装されることが可能である。特に、このコンピュータは、ネットワーク
を介した伝送をコンピュータが聞くことができるようにするネットワークインターフェー
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ス、キーおよびシグネチャを生成するためのプロセッサに接続されたランダムアクセスメ
モリ、ならびに、例えばシグネチャの作成規則が記憶されたハードディスクドライブであ
ってもよい不揮発性メモリを含む。
【００３９】
　本システムの1つの特に興味深い実施形態は、これを図4の複数の分散型デバイスに分割
することから成る。フローに近接して取り付けられた第1デバイスシリーズ50はアナライ
ザ31、37およびシグネチャジェネレータ33、39を含む。次に各々は、シグネチャコンパレ
ータ41およびタガー43とともに、インターフェース52に接続された通信インターフェース
56に加えて、シグネチャを記憶するための不揮発性メモリ35を含む集中型デバイス54を備
えた通信インターフェース52を含む。タガー43はまた、フローが作り出される場所に近接
するフローにタグ付けするために、第1デバイス50の中で見出されてもよい。
【００４０】
　本発明は、図面および上の説明の中で描かれ、述べられてきた。多くの変更実施形態が
可能である。
【００４１】
　特に、この管理システムは、フローを監査し、親フローと子フローの両方のためにシグ
ネチャを生成することができる単一のフローアナライザおよび単一のシグネチャジェネレ
ータだけを備えてもよい。またはスピードを高めるために、プロトコルの種類が存在する
だけ、多くのフローアナライザおよびシグネチャジェネレータが存在してもよい。
【００４２】
　特許請求項において、「備える」という言葉は他の要素を除外するものではなく、また
不定冠詞「a」は複数を除外するものではない。
【符号の説明】
【００４３】
　　1　デジタルネットワーク
　　3　デバイス
　　5　管理システム
　　21　ポート
　　31　第1フローアナライザ
　　33　第1シグネチャジェネレータ
　　35　不揮発性メモリ
　　37　第2フローアナライザ
　　39　第2シグネチャジェネレータ
　　41　コンパレータ
　　43　タガー
　　50　第1デバイス
　　52　インターフェース
　　54　集中型デバイス
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