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VMM を用いて重要サービスの通信操作を不可視化する
通信処理制御法
奥田 勇喜1
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概要：多くの計算機では，システムの管理や保護のために，セキュリティソフトウェアやログ収集ソフト
ウェアなどの重要サービスが動作している．重要サービスは，攻撃者にとって不都合な場合があることか
ら，攻撃の対象となり，無効化される可能性がある．攻撃への対策として，重要サービスの動きを攻撃者
に見せない，つまり不可視化する技術がある．この技術により，攻撃者による重要サービスの特定を困難
化でき，攻撃を回避できる．本稿では，重要サービスの通信処理に着目し，VMM を用いて重要サービス
の通信操作を不可視化する通信処理制御法を述べる．

1. はじめに

できる．不可視化が必要な重要サービスの動きとして，重
要サービスのプロセス情報とファイルアクセスに加え，重

攻撃防止や攻撃の被害を抑制するためにセキュリティソ

要サービスの通信操作がある．例えば，OS 処理のパケッ

フトウェアが研究開発されている．また，攻撃の検知や証

トキャプチャや監視により，重要サービスの通信を攻撃者

拠保全のためにプログラムの動作を記録するログ収集ソフ

に監視されると，通信内容をもとに重要サービスの存在を

トウェアが利用されている．ここでは，システムの保護や

特定され，無効化される可能性がある．

管理を行うこれらのソフトウェアを重要サービスと呼ぶ．

本稿では，重要サービスの通信操作を不可視化する通信

重要サービスは，攻撃のために作成され利用者や計算機

処理制御法を述べる．具体的には，重要サービスが発行し

に不正または有害な動作を行うソフトウェア（以降，マル

た通信に関するシステムコールを捕捉し，代理プロセスに

ウェア）にとって不都合な場合があることから，攻撃対象

システムコールを代理実行させる．これにより，重要サー

となり，無効化される可能性がある [1][2][3]．セキュリティ

ビスの通信操作を不可視化し，通信内容をもとにした重要

ソフトウェアが無効化されると，マルウェアへ対策できず，

サービスの特定を困難にする．

被害を受ける可能性がある．また，ログ収集ソフトウェア
が無効化されると，マルウェアのインストールなどのログ
が収集不可能となり，被害が拡大する可能性がある．
重要サービスへの攻撃の対策として，重要サービスの

2. 通信処理制御法
2.1 要求
重要サービスの通信操作を不可視化する通信処理制御法

動きを攻撃者に見せない（不可視化する）技術がある．文

に対して，次の要求がある．

献 [4] では，重要サービスのプロセス情報を偽の情報に置

（要求 1）重要サービスの通信操作を不可視化すること

換することで，重要サービスのプロセス情報を攻撃者から

（要求 2）重要サービスのプログラムを変更せずに通信処

不可視化する技術を提案している．また，文献 [5] では，

理制御法を実現すること

重要サービスの関連ファイルを計算機の外部に配置し，関

重要サービスの通信操作を攻撃者に監視されると，通信

連ファイルへのファイルアクセスを重要サービスからのみ

内容をもとにして重要サービスの存在が特定され，無効化

可能にすることで，重要サービスの関連ファイルを攻撃者

される可能性がある．このため，重要サービスの通信操作

から不可視化する技術を提案している．このように，重要

を不可視化する（要求 1）必要がある．また，攻撃を回避

サービスの動きを不可視化することで，攻撃者による重要

するために重要サービスのプログラムを変更すると，重要

サービスの特定を困難化し，重要サービスへの攻撃を回避

サービスを攻撃内容に合わせて個別に変更しなくてはなら
ない．この変更の工数は大きいため，重要サービスのプロ
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グラムを変更せずに通信処理制御法を実現する（要求 2）
必要がある．
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2.2 課題
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（要求 1）と（要求 2）を満足するために，仮想化技術を
用いる．具体的には，仮想計算機 (Virtual Machine，以降

VM) 上でオペレーティングシステム（Operating System，
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以降，OS）や重要サービスを動作させ，仮想計算機モニタ
（VM Monitor，以降 VMM）のプログラムを変更すること
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を監視するために有用であり，侵入検知やファイル保護に
も利用されている [6][7]．この環境において，重要サービ
スによる通信操作を VMM により捕捉し，重要サービスが
走行する VM とは異なる VM 上で走行する代理プロセス
に通信操作を代理実行させる．これにより，重要サービス
のプログラムを変更せずに重要サービスの通信操作を不可
視化できる．
以上より，通信処理制御法の確立には，以下の課題に対
処する必要がある．
（課題 1）重要サービスによる OS への通信要求を捕捉す
ること
（課題 2）捕捉した通信要求の内容を取得すること
（課題 3）取得した内容に基づき，通信操作を代理実行す
ること
（課題 4）代理実行の結果を重要サービスに返却すること
重要サービスによる通信操作を代理実行するためには，
重要サービスによる OS への通信要求を捕捉する（課題 1）
必要がある．次に，捕捉した通信要求の内容を取得（課題

2）し，取得した内容に基づき，代理プロセスにより通信
操作を代理実行する（課題 3）必要がある．代理実行後は，
代理実行の結果を代理プロセスから重要サービスへ返却す
る（課題 4）必要がある．

2.3 対処
2.3.1 想定する環境
本制御法では，VMM として Xen[8] を用い，VM 上で動
作する OS として Linux を用いる場合を想定する．VMM
上では，VMM や他の VM を管理する VM（以降，管理

VM）が 1 つと，重要サービスが走行する VM（以降，保
護対象 VM）が 1 つ以上動作する．また，保護対象 VM は

Intel VT-x を用いて完全仮想化され，x86 64 命令セットを
使用し，syscall 命令によりシステムコールが発行される環
境を想定する．

2.3.2 基本構造
通信処理制御法の基本構造を図 1 に示す．VMM 上に保
護対象 VM と管理 VM を用意する．保護対象 VM の OS
上では，重要サービスを提供するプロセス（以降，重要プ
ロセス）が走行し，管理 VM の OS 上では，システムコー
ルを代理実行するプロセス（以降，代理プロセス）が走行
する．この環境において，重要プロセスが発行するシステ
ムコールを VMM により捕捉する [9][10]．VMM は，捕捉
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により通信処理制御法を実現する．VMM は，VM の動作
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図 1 基本構造

したシステムコールの引数をもとに，重要サービスによる

OS への通信要求の内容を取得する．この内容を管理 VM
上の代理プロセスに転送し，システムコールの代理実行を
依頼する．代理プロセスは，代理実行の依頼を受けてシス
テムコールを代理実行する．代理実行後，VMM を介して，
代理実行の結果を重要プロセスに返却する．

2.3.3 対処内容
（課題 2）と（課題 3）については，図 1 の基本構造に
することにより，必要となる対処を VMM と管理 VM 上の
代理プロセスで実現する．なお，本制御法は VMM を利用
するため，本制御法を実現する上で以下の制約がある．
（制約）VM 上で動作する OS が制御しているプロセスに
ついて，当該プロセスが発行するシステムコールを

VMM により捕捉した場合，VMM 内で当該プロセス
を「事象待ち」にできない．
この制約のため，VMM と代理プロセスの処理を以下のよ
うにしている．

(1) VMM は，重要プロセスが発行したシステムコールを
捕捉した際，システムコールの代理実行の終了をポー
リングして確認する．このため，代理実行の終了まで
継続して PU 処理を行う．

(2) 代理プロセスは，代理実行の依頼の取得を一定間隔
（Ts ）で行い，依頼内容を取得する．これにより，複数
の代理プロセスを同時走行させ，システムコールの代
理実行処理を平等に実行することができる．
（課題 1）への対処を以下に述べる．VMM により保護
対象 VM におけるシステムコールを捕捉するために，シス
テムコール開始処理の先頭アドレスにハードウェアブレー
クポイントを設定する．VMM は，保護対象 VM のデバッ
グレジスタを操作し，保護対象 VM 上で当該アドレスの
命令が実行される直前にデバッグ例外が発生するように設
定する．さらに，保護対象 VM の実行制御フィールドを操
作し，デバッグ例外の発生により VM exit が発生するよ
うに設定する．これにより，保護対象 VM におけるシステ
ムコールの発行を契機に VMM に処理が遷移し，システム
コールを捕捉できる．
（課題 4）への対処を以下に述べる．代理プロセスは，シ
ステムコールの代理実行後，代理実行の結果を VMM に返
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図 2

通信処理制御法の処理流れ

却する．VMM は，代理実行の返り値を保護対象 VM のレ
ジスタに格納する．データを受信する read() や recv() な
どのシステムコールを代理実行した場合は，受信データを
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重要プロセスがシステムコールの引数で指定した領域に格
納する．この後，命令ポインタにシステムコール終了処理
の先頭アドレスを設定し，保護対象 VM に処理を返却す
る．これにより，保護対象 VM 上の OS 内でシステムコー
ルを実行させずに，システムコール終了処理を実行できる．

2.3.4 通信処理制御法の処理流れ
通信処理制御法の処理流れを図 2 に示す．通信処理制御
法は，VMM と管理 VM 上の代理プロセスにより実現する．
保護対象 VM と管理 VM は，それぞれ異なる CPU 上で動
作し，VMM への遷移の契機はそれぞれ異なる．保護対象

VM では，デバッグ例外が発生したことによる VM exit に
より VMM に遷移する．管理 VM では，ハイパーコールの
発行により VMM に遷移する．ハイパーコールとは，Xen
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における VM と VMM 間のインタフェースである．なお，
本制御法を実現するために，新たに 2 つのハイパーコー
ルを追加した．1 つは，代理実行の依頼の有無を確認す
る get_proxy_info() ハイパーコールで，もう 1 つは，代
理実行の結果返却を行う return_proxy_info() ハイパー
コールである．これらを用いることにより，VMM 間で代
理実行の依頼や代理実行の終了を通知できる．VMM の処
理流れと代理プロセスの処理流れは，それぞれ 2.3.5 項と

2.3.6 項で述べる．
2.3.5 VMM の処理流れ
VMM の処理流れを図 3 に示し．以下に説明する．
(1) 保護対象 VM におけるシステムコールの発行により
VM exit が発生し，VMM に処理が遷移する．VMM
に処理が遷移した際に，VM exit の発生原因がデバッ
グ例外であり，かつ例外の発生したアドレスがシステ
ムコール開始処理の先頭アドレスである場合，通信処
理制御法の導入により発生したデバッグ例外として，
システムコールの発行を検知する．
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図 3 VMM の処理流れ

(2) システムコールの発行元のプロセスが重要プロセスで
あるか否かを判定し，重要プロセスである場合は (3)
に，そうでない場合は (15) に移行する．これは，デ
バッグ例外を用いてシステムコールを捕捉すると，保
護対象 VM 上で発行される全てのシステムコールが

VMM により捕捉されるためである．
(3) システムコールの種類に応じて分岐する．本制御法で
は，通信に着目しているため，通信に関するシステム
コール（2.3.8 項にて後述）である場合は (4) に，そう
でない場合は (15) に移行する．

(4) 保護対象 VM のレジスタ値をもとシステムコールの引
数を取得する．データを送信する send() や write() な
どのシステムコールを代理実行する場合は，送信デー
タを引数で指定した領域から VMM へコピーする．本
制御法では，VMM 内にシステムコールの番号や引数
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㛤ጞ

を格納する領域を保護対象 VM の数だけ用意する．こ
れにより，代理実行情報を保護対象 VM ごとに保持で
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ストに登録されている場合は (7) に，登録されていな
い場合は (15) に移行する．

(7) 代理プロセスに代理実行を依頼する．
(8) VMM は，代理実行の終了，つまり代理実行の結果の
返却をポーリングして確認し，終了を確認すると (9)
に移行する．

(9) 代理実行の結果が成功の場合は (10) に，失敗の場合は
(13) に移行する．
(10) システムコールの種類別に分岐する．socket() の場合
は (11) に，close() の場合は (12) に．それ以外の場合
は (13) に移行する．

(11)socket() の返り値である FD を不可視化対象 FD リス
トに登録する．これは，通信に利用される FD を VMM
により判別可能にするためである．

(12)close() の第 1 引数である FD を不可視化対象 FD リ
ストから削除する．これは，(11) と同様に，通信に利
用される FD を VMM により判別可能にするためで
ある．

(13) 代理実行したシステムコールの返り値を保護対象 VM
のレジスタに格納する．データを受信する read() や

recv() などのシステムコールを代理実行した場合は，
受信データを VMM から引数で指定した領域へコピー
する．

(14) 命令ポインタにシステムコール終了処理の先頭アドレ
スを設定する．これは，保護対象 VM において，OS
内でシステムコール処理が実行されないようにするた
めである．これにより，保護対象 VM に処理が返却さ
れたとき，システムコール終了処理が実行される．

(15) 保護対象 VM の命令ポインタにシステムコール処理
の先頭アドレスを設定する．これにより，代理実行し
ない場合，保護対象 VM 上でシステムコールを実行で
きる．

(16) 保護対象 VM に処理を返却する．
2.3.6 代理プロセスの処理流れ
代理プロセスの処理流れを図 4 に示す．代理プロセスの
起動は，保護対象 VM の VMID （2.3.7 項にて後述）を指
定して行う．これにより，複数の保護対象 VM が動作する
場合，それぞれの保護対象 VM に対応する代理プロセスに
より，保護対象 VM ごとに独立して代理実行できる．

(1) 代 理 実 行 の 依 頼 の 有 無 を 確 認 す る ．こ の 確 認 に
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図 4 代理プロセスの処理流れ

は ，get_proxy_info() ハ イ パ ー コ ー ル を 用 い る ．

get_proxy_info() ハイパーコールは，代理実行の
依頼がある場合は，代理実行情報を VMM から代理プ
ロセスへコピーする（このとき，返り値は 0）
．代理実
行の依頼がない場合は，何も行わずに代理プロセスに
処理を返す（このとき，返り値は −1）
．

(2) 代理実行の依頼があるか否かを判定する．この判定に
は，get_proxy_info() ハイパーコールの返り値を用
いる．依頼がある場合は (3) に，依頼がない場合は (5)
に移行する．

(3) get_proxy_info() ハイパーコールにより取得したシ
ステムコールの番号や引数をもとに，システムコール
を代理実行する．

(4) 代理実行の結果を VMM へ返却する．この返却に
は，return_proxy_info() ハイパーコールを用いる．

return_proxy_info() ハイパーコールは，代理実行
の結果を代理プロセスから VMM へコピーし，代理
実行の完了を VMM に通知する．この後，(1) に移行
する．

(5) 時間 Ts の WAIT 状態に入った後，(1) に移行する．こ
れにより，一定間隔（Ts ）で代理実行の依頼を取得で
きる．

2.3.7 代理実行情報
VMM は，保護対象 VM におけるシステムコールの発行
を検知した際，代理実行情報を保護対象 VM から取得す
る．本制御法では，文献 [5] で述べられている代理実行情
報から重要プロセスのカレントディレクトリ（通番 3）を
除いた表 1 に示す情報を使用する．

(1) VMM 上で複数の VM が動作する環境を想定するた
め，システムコールが発行された VM が保護対象 VM
か否かを判定する必要がある．VMID は，VM を管理
するために VM ごとに一意に割り当てられている識別
子である．このため，保護対象 VM の識別に VMID を
用いる．VMID は，VMM が保持している仮想 CPU
に関するデータ構造から取得できる．

(2) VM 上で複数のプロセスが動作する環境を想定するた
め，システムコールを発行したプロセスが重要プロセ
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表 1
通番

代理実行情報

VMID

保護対象 VM を識別するために

(2)

ページディレクトリ

重要プロセスを識別するために

(3)

システムコール番号

通信に関するシステムコールを

௦⌮
䞉䞉䞉
䝥䝻䝉䝇;ϭͿ

用いる．
用いる．

システムコールの引数

௦⌮
䝥䝻䝉䝇;ŶͿ

K^

K^

௬Wh

௬Wh

ᅛᐃ

ᅛᐃ

≀⌮Wh

説明
新規ソケットを作成する．

(2)

bind()

自ソケットに名前をつける．

(3)

listen()

自ソケットへの接続を待つ．

(4)

connect()

通信先ソケットへの接続を行う．

(5)

accept()

自ソケットへの接続を受け付ける．

(6)

sendto()

通信先ソケットへメッセージを送信する．

(7)

recvfrom()

通信先ソケットからメッセージを受け取る．

(8)

read()

ファイルディスクリプタから読み込む．

(9)

write()

ファイルディスクリプタに書き込む．

(10)

close()

ファイルディスクリプタを削除する．

㔜せ䝥䝻䝉䝇
㛤ጞ

௦⌮䝥䝻䝉䝇
㛤ጞ

䝍䜲䝮䝇䝍䞁䝥

ƚĂ

;ϭͿ௦⌮౫㢗䛾᭷↓䛾☜ㄆ
;ϭͿ ſƀ

ƚď
;ϮͿ௦⌮ᐇ⾜䛾
౫㢗䛒䜚䠛

;ϮͿ ſƀ
ƚĐ

䝍䜲䝮䝇䝍䞁䝥

;ϯͿᅇ┠䠛

ŶŽ

ǇĞƐ

;ϯͿſƀ

⤊

;ϰͿ௦⌮ᐇ⾜䛾⤖ᯝ䜢㏉༷

（以降，PID）を用いず PD を用いる理由は，PID の
取得によるオーバヘッドを抑制するためである．PID
は，保護対象 VM 上のプロセス管理表をもとにメモリ
から取得する必要がある．一方，PD は，CR3 レジス
タに格納されており，VM exit の発生により VMM に
処理が遷移する際に退避されているため，メモリを参
照する必要がない．このため，重要プロセスの識別に

PID を用いず PD を用いる．
(3) 捕捉したシステムコールが通信に関するシステムコー
ルか否かを判定する必要がある．このため，システム
コールごとに指定されているシステムコール番号を用
いる．システムコール番号は，保護対象 VM の rax レ
ジスタから取得できる．

(4) システムコールの代理実行には，システムコールの引
数が必要である．システムコールの引数は最大で 6 つ
あり，保護対象 VM の rdi，rsi，rdx，r10，r8，および

r9 レジスタから取得できる．send() や write() などの
場合は，引数で指定した領域から VMM へ送信データ
を取得する必要がある．

2.3.8 通信に関するシステムコール
本制御法では，保護対象 VM 上で動作する OS として，

Linux 3.2.0 を用いる．このため，通信に関するシステム
コールとして，Linux 3.2.0 において実装されている表 2
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ŶŽ

ǇĞƐ
⤊

（以降，PD）は，ページング機構に使用されるプロセ

ジスタから取得できる．プロセスの識別にプロセス ID

;ϲͿſƀ

ǇĞƐ

スか否かを判定する必要がある．ページディレクトリ

識別に PD を用いる．PD は，保護対象 VM の CR3 レ

ŶŽ

ƚƉ

;ϱͿɩᅇ┠䠛

ス固有のアドレスである．このため，重要プロセスの

≀⌮Wh

図 5 評価モデル

表 2 通信に関するシステムコール
システムコール

ᅛᐃ

≀⌮Wh

て用いる．

socket()

㔜せ
䝥䝻䝉䝇;ŶͿ

䞉䞉䞉

K^

システムコールに渡す引数とし

(1)

㔜せ
䝥䝻䝉䝇;ϭͿ

௬Wh
sDD

識別するために用いる．

通番

ಖㆤᑐ㇟sD;ŶͿ

説明

(1)

(4)

ಖㆤᑐ㇟sD;ϭͿ

⟶⌮sD

名前

図 6

評価に用いる重要プロセスと代理プロセスの処理流れ

のシステムコールを代理実行の対象とする．
データの送受信を攻撃者に監視されると，送受信データ
をもとに重要サービスの存在が攻撃者に特定される可能性
がある．このため，データの送受信を行うシステムコール

sendto()，recvfrom()，read()，および write() を代理実行
する．また，これらのシステムコールを代理実行するには，
代理プロセスにおいて通信先のプロセスとのコネクショ
ンを事前に確立しておく必要がある．このため，socket()，

bind()，listen()，connect()，accept()，および close() も代
理実行する．なお，(8)，(9)，および (10) は，通信に利用
されるファイルディスクリプタを対象とし，ファイル操作
に用いられるファイルディスクリプタは対象としない．

3. 評価
3.1 評価内容
通信処理制御法を適用した環境において，以下の項目を
評価した．

(1) 代理実行の依頼取得に関する動作とオーバヘッド時間
の分析（3.3 節）

(2) 代理実行処理が「事象待ち」を含むかどうかによる動
作分析（3.4 節）
評価モデルを図 5 に示す．本評価では，保護対象 VM を

n 台動作させ，各 VM 上の重要プロセスの数を 1 とする．
管理 VM 上では重要プロセスと同数の n 個の代理プロセ
スを走行させる．なお，重要プロセス i（1 ≤ i ≤ n）の代
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図 7

重要プロセスと代理プロセスの動作（Ts = 0ms，Te = 0ms）
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図 8

重要プロセスと代理プロセスの動作（Ts = 1ms，Te = 0ms）

表 3 評価環境

て Debian 7.3（Linux 3.2.0 64bit）を用いた．また，8GB

ソフトウェア

のメモリと Intel Core i7-2600（3.4GHz，4 コア）の CPU

VMM

Xen 4.2.3

OS(管理 VM)

Debian 7.3(Linux 3.2.0 64bit)

を搭載した計算機を使用した．管理 VM には 1 コアの仮想

Debian 7.3(Linux 3.2.0 64bit)

CPU，5GB のメモリを割り当てた．保護対象 VM には 1

OS(保護対象 VM)

計算機環境

CPU

コアの仮想 CPU，1GB のメモリを割り当てた．

Intel Core i7-2600(3.4GHz，4 コア)

仮想 CPU(管理 VM)

1 コア

仮想 CPU(保護対象 VM)

1 コア

メモリ (全体)

8GB

メモリ (管理 VM)

5GB

メモリ (保護対象 VM)

1GB

3.3 代理実行の依頼取得に関する動作とオーバヘッド時
間の分析
代理プロセスは，一定間隔（Ts ）で代理実行の依頼取得
を行う．この Ts を変化させた場合の重要プロセスと代理

理実行は，代理プロセス i が行う．また，各 VM に 1 つの

プロセスの動作とシステムコールのオーバヘッド時間に

仮想 CPU を用意し，それぞれに異なる 1 つの物理 CPU

ついて評価する．システムコールのオーバヘッド時間は，

コアを固定で割り当てる．これは，複数の仮想 CPU が同

Te = 0ms としたときのタイムスタンプ ta，tb，および tc

じ物理 CPU コアを共有することで，各仮想 CPU の物理

について，それぞれの取得時刻の差を算出することで求め

CPU コアへの割り当てが不安定になり，測定結果が不安

られる．なお，重要プロセスと代理プロセスをそれぞれ 3

定になることを避けるためである．

つ同時走行（n = 3）させ，Ts = 0ms の場合は，システム

評価に用いる重要プロセスと代理プロセスの処理流れを
図 6 に示す．重要プロセスは，socket() システムコールと

コールの繰り返し回数（m）を 500 回とし，Ts = 1ms の場
合は，20 回とする．

close() システムコールの発行を m 回繰り返す．また，タ

Ts = 0ms の場合と Ts = 1ms の場合の重要プロセスと代

イムスタンプ ta，tb，および tc をそれぞれ socket() 発行

理プロセスの動作をそれぞれ図 7 と図 8 に示す．この図

前，socket() 発行後，および close() 発行後の 3 か所で取得

は，重要プロセスで取得した最初の 2 つのタイムスタンプ

する．代理プロセスは，代理実行の依頼の有無の確認を一

の中央で代理プロセスが最初のタイムスタンプを取得する

定間隔（Ts ）で行い，依頼がある場合は，代理実行を行う

と仮定してタイムスタンプを重ね合わせている．これは，

代わりに時間 Te の sleep 処理を行う．また，タイムスタン

代理プロセスと重要プロセスが異なる仮想 CPU 上で動作

プ tp を sleep 処理の前で取得し，対応する重要プロセスの

するため，それぞれの仮想 CPU から取得したタイムスタ

代理実行が終了したとき，プログラムを終了する．

ンプの間に「ずれ」が生じるためである．これに伴い，グ
ラフの横軸を「最初のタイムスタンプ取得からの経過時間」

3.2 評価環境

としている．図 7 と図 8 から，以下のことがわかる．

評価環境を表 3 に示す．評価は，VMM として Xen 4.2.3

(1) 図 7 では，約 1ms ごとに代理実行が行われていること

を用い，管理 VM と保護対象 VM 上で動作する OS とし

がわかる．これは，タイマ割り込みによりプロセス切
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オーバヘッド時間（Ts = 1ms，Te = 0ms）

り替えが行われているためであると考える．

(2) 図 8 では，交互に代理実行が行われていることがわか
る．これは，代理実行の間隔（Ts ）を 1ms にしたこ

間に与える影響は小さいといえる．

Ts = 1ms の場合の socket() と close() のオーバヘッド時
間を図 10 に示す．図 10 から，以下のことがわかる．

とにより，連続して代理実行する前にタイマ割り込み

(6) 図 9 と同様のことがいえる．ただし，オーバヘッド時

により代理プロセスが切り替えられたためであると考

間が 1100µs 前後であることから，オーバヘッド時間

える．

は Ts の影響を受けることがわかる．オーバヘッド時

上記 (1)，(2) より，Te = 0ms のとき，Ts = 0ms の場合

間が 1100µs 前後である理由は，sleep 処理が「少なく

は代理実行を平等に実行不可であり，Ts = 1ms の場合は

とも引数で指定した時間の間，sleep 処理を行う」もの

代理実行を平等に実行可能であるといえる．

であることから，管理 VM のタイマの影響で sleep 処

Ts = 0ms の場合の socket() と close() のオーバヘッド時
間を図 9 に示す．図 9 から，以下のことがわかる．

理時間にばらつきが発生するためであると考える．
上記 (1) から (6) より，代理実行の依頼を取得する間隔

(3) Ts = 0ms の場合のオーバヘッド時間は，socket() と

（Ts ）が 0ms の場合，socket() と close() のオーバヘッド時

close() のどちらも約 2.1µs であることがわかる．これ

間は約 2.1µs である．しかし，複数の代理実行の依頼があ

は，通信処理制御法を適用したことにより発生するシ

るとき，平等に代理実行できない．また，代理実行の依頼

ステムコールのオーバヘッドに等しい．

を取得する間隔（Ts ）が 1ms の場合，socket() と close() の

(4) 棒グラフの高さに変化がないことから，同時に動作す
る保護対象 VM が増加してもオーバヘッド時間の変

オーバヘッド時間は Ts の影響を受ける．一方で，複数の
代理実行の依頼があるとき，平等に代理実行できる．

化は小さいことがわかる．さらに，各重要プロセスの
オーバヘッド時間の差も小さいことがわかる．

(5) 評価で用いる代理プロセスは，システムコールを代理
実行しないため，socket() と close() の相違点としてシ

3.4 代理実行処理が「事象待ち」を含むかどうかによる
動作分析
代理実行の依頼の取得の間隔（Ts ）が 0ms であるとき，

ステムコールの処理内容は考慮しない．処理内容以外

代理実行処理が「事象待ち」を含む場合と含まない場合の

の相違点は引数の数であり，socket() の引数は 3 つ，

重要プロセスと代理プロセスの動作について評価する．こ

close() の引数は 1 つである．この引数の数の違いによ

の評価では，「事象待ち」を含まない場合を Te = 0ms と

る影響は，システムコールの引数を保護対象 VM から

し，「事象待ち」を含む場合を Te = 1ms とする．このた

VMM へ，VMM から管理 VM へコピーする際のサイ

め，
「事象待ち」を含まない場合の重要プロセスと代理プロ

ズが異なることある．しかし，図 9 の (A) と (B) に大

セスの動作は，図 7 の結果を用いる．図 7 から，以下のこ

きな変化がないことから，この違いがオーバヘッド時
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図 11

重要プロセスと代理プロセスの動作（Ts = 0ms，Te = 1ms）

とがわかる．

16H02829 の助成を受けたものです．

(1) タイマ割り込みによるプロセス切り替えが発生するま
で連続して代理実行を行うため，複数の代理実行の依
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評価では，代理実行の依頼の取得間隔とオーバヘッド時
間についての分析を行い，複数の代理実行の依頼を平等に
処理するためには，代理実行の依頼の取得間隔は 0 より大
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2.1µs であることを示した．
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