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プライバシ保護を実現するオペレーティングシステムの
ファイルアクセス制御手法
一柳 淑美 †
†

鈴来 和久 †

毛利 公一 ††

立命館大学大学院理工学研究科

††

大久保 英嗣 ††

立命館大学情報理工学部

企業の計算機から顧客情報が漏洩し，顧客のプライバシが侵害されるようなプライバシ情報の漏
洩が問題となっている．漏洩を防ぐ技術として，セキュリティ技術がある．しかし，既存のセキュ
リティ技術は，ユーザや計算機を単位としてファイルを保護するため，プライバシ情報を保護する
には粒度が粗い．そこで，本論文では，OS において粒度の細いプライバシ情報の保護手法を提案
する．OS で保護することにより，信頼性と汎用性のある保護も可能となる．また，提案するファイ
ル保護機構を Linux カーネルに実装し，その性能を評価した．その結果，ファイルオープンのオー
バヘッドは約 250µs，ファイルの読出しと書込みでは，最大で，それぞれ 390µs と 490µs のオー
バヘッドであった．
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The leakage of privacy information such as customer’s information in the computers of
enterprises is a serious problem. The security technology is one of prevention methods of
leakage. However, in the conventional security technology, the granularity of protection is
too coarse because a unit of protection is a user or a computer. In this paper, we propose a
fine-grained privacy protection method in the operating system’s layer. By this method, the
operating system can provide any application with reliable and general protection functions.
Furthermore, in this paper, we have developed the mechanism for file protection in Linux
kernel, and evaluated it’s performance. Experimental results show that the overhead to open,
read, and write a file are approximately 250µs, 390µs, and 490µs respectively.
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的ミスによるデータ漏洩を防ぐことが困難である．

はじめに
現在，企業の計算機から顧客情報が漏洩すること

によって，顧客のプライバシが侵害されることが問
題となっている．この問題を解決するため，計算機
のハードディスクに保存されているデータが漏洩す
ることを防ぐ技術が必要である．このデータ漏洩を
防ぐ技術として，セキュリティ技術がある．セキュ
リティ技術は，悪意のある第三者の攻撃から計算機
資源を守ることを目的としている．そのため，人為

しかし，ユーザは，企業にプライバシ情報を提供す
ることで，種々のサービスを受けている．このとき，
企業のデータ管理者へ計算機に保存されているプラ
イバシ情報のアクセスを許可しながら，データ管理
者によるプライバシ情報の漏洩を防ぐ必要がある．
すなわち，プライバシ情報の漏洩を防ぐためには，
ユーザ，計算機単位で保護するのではなく，より細
い粒度での保護が必要である．
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以上の背景から，現在，より細い粒度でプライ

について議論する．

バシ情報を保護するオペレーティングシステム (以

アプリケーションにおいてデータを保護する場合

下，OS と記す) を開発している [1]．また，本 OS を考える．アプリケーションにおいて保護する場合，
では，より細い粒度でプライバシ情報を保護するた コンピュータウイルスやスパイウェアなどにより，
め，プライバシ情報を，データとそれをどのように データが漏洩する危険性が高い．また，アプリケー
保護すべきかを記述したデータ保護ポリシの組で表 ションごとにプライバシ情報を保護する機構が必要
現する．すなわち，ファイルごとに保護ポリシを設 となる．
定可能としている．また，本 OS では，ある瞬間の

システムソフトウェアにおいてデータを保護する

状態をコンテキストとして利用可能としている．コ 場合を考える．OS において保護する場合，アプリ
ンテキストには，時刻，位置，プロセスの動作履歴 ケーションに対して統一的な保護を提供できるた
がある．これによって，ユビキタス環境などの，人 め，汎用性が高い．また，アプリケーションにおけ
や計算機が移動するような場合にも対応可能として る保護より，保護に対する信頼性は高くなる．
いる．

ハードウェアにおいてデータを保護する場合を考

以下，本論文では，2 章で本 OS におけるプライ える．ソフトウェアレベルでの保護よりも，保護に
バシ情報の定義について，3 章でデータ保護に使用 対する信頼性は高い．しかし，特殊なハードウェア
するコンテキストについて，4 章で本 OS の特徴， を必要とするため，汎用性が低く，経費がかかる．
適用例，コンテキストに適応したファイル保護手法

以上の考察より，データの保護に対して信頼性が

について述べる．5 章でファイル保護機能を実装し

あり，運用においても汎用性が高い OS でデータを

た Linux カーネルについて述べ，さらに 6 章で関

保護する手法を採用する．しかし，従来の OS で

連研究について述べる．

は，ユーザごとに読出し，書込み，実行の各アクセ
ス権限を設定するファイル保護しか行っていない．
また，人為的ミスによるデータの漏洩も考慮してい

プライバシ情報の保護

2
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ない．そこで，本 OS では，ファイルを単位とした

プライバシ情報

データ保護機能を提供する．

本 OS のデータ保護機構は，保護ポリシに従って
データを保護する．また，本 OS では，保護ポリシ

2.3

保護モデル

本 OS では，プライバシ情報の漏洩と改竄，ユー

が改竄されることも防ぐ．
プライバシ情報をファイルとして保存する場合，
保護ポリシは，このファイルと対にしてファイルに
保存される．本 OS は，保護するファイルと保護ポ
リシファイルを一対のものとして管理する．保護ポ
リシは，データ発信者の意思，または，データ発信
者とデータ管理者の合意に基づいて作成される．

ザの同意なくユーザのプライバシ情報を第三者に
提供することを防ぐことを目的としている．このた
め，プロセスによる計算機のハードディスクに保存
されているデータを読み出す処理が，データを漏洩
させる処理であるか否かを判断する必要がある．そ
こで，本 OS は，データ保護のために，プロセス動
作の履歴を取得する機能 (History Logger) とデー

2.2

OS によるプライバシ保護

タを保護する機能 (Action Contoroller) を持つ (図

データ保護を行う場合，まず，データ発信者は， 1 参照)．プロセス動作の履歴を取得する機能とは，
データを提供するか否かを検討し，提供する場合 プロセスによるファイルに記述されているデータを
には，データをどのように保護したいのかを考え， 漏洩させる危険性がある処理を検出するための機能
この保護方法をデータ管理者に伝える必要がある． である．具体的には，プロセスが発行するシステム
このとき，このデータ発信者の意図を計算機システ コールを記録する．データを保護する機能とは，プ
ムにどのように反映するかが問題となる．この問題 ロセスがファイルにアクセスしたときにコンテキス
を解決するためには，アプリケーション，システム トを取得し，保護ポリシとコンテキストに適応して
ソフトウェア，ハードウェアのいずれかにおいて解 ファイルを保護する機能である．
決することが考えられる．次に，それぞれにおける
ファイル保護の信頼性と運用における汎用性の有無
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計算機資源にアクセスするためには，アプリケー

User Process

sytem call

Kernel

History Logger

Context

ションがこれらのパラメータを正しく指定する必要
update

Use ID
input

Time

Action Controller

Location

がある．したがって，このコンテキストも，データ
History
Repository

invoke

を保護する場合に用いるパラメータとして，信頼で
きる．

extract

invoke
read

ハードウェアから得られるコンテキストは，本

access

OS が動作している計算機以外の計算機，デバイス

: File

から取得するため，このコンテキストの信頼性を保

: Data Protectiont Policy File

証することは困難である．このため，このコンテキ

: System Call Function

ストを用いてデータを保護する場合，データ発信者

Hard Disk

は，このコンテキストが信頼できるのか否かを検討

図 1 データ保護モデル

し，データ保護に使用するか否かを考える必要性が
ある．例えば，GPS(Global Positioning System) ，

3

RFID(Radio Frequency Identification System) タ

コンテキスト

グから ID を取得し対応する場所を検索できる位置
本 OS では，データ保護のため，以下をコンテキ 情報システムが，使用できる環境を想定する．この
ストとする．
とき，RFID タグの ID を書き換えたり，偽造する

• OS 内部で管理されるコンテキスト

ことによって，位置情報を容易に偽ることができる．

実ユーザ ID・実効ユーザ ID・プロセス ID・ しかし，GPS から取得する位置情報を偽ることは
困難である．したがって，GPS から取得できる位

相対時刻

• アプリケーションが関与するコンテキスト

置情報は信頼性が高いが，RFID タグから取得でき

• ハードウェアから得られるコンテキスト

情報を信頼するか否かを判断し，この 2 つの位置

システムコールの番号・引数・返り値とプロセ る位置情報は GPS より信頼性が低くなる．データ
発信者は，GPS と RFID タグから取得できる位置
スごとのシステムコール履歴
情報を使用してデータ保護を行うか否かを決める必

絶対時刻・位置

また，本 OS では，コンテキストを用いてデータ
を保護するため，コンテキストの信頼性が問題とな
る．そこで，OS がコンテキストの取得，管理を行
う．ただし，コンテキストをどのように取得してい
るかによって，コンテキストの信頼性は異なる．

OS 内部で管理されるコンテキストは，プロセス
の状況を表す．このコンテキストに適応してデータ
を保護することにより，プロセスごとにデータ保護
ポリシを設定できる．また，このコンテキストは，
データを保護する上において，最も信頼できるパラ

要がある．
本 OS では，システムコール履歴は，プロセスが
ファイルを読み出したか否かを検索するためのもの
である．したがって，プロセスが保護するファイル
をオープンしたことを契機に取得し始める．それ以
外のコンテキストは，保護するファイルにアクセス
するたびに取得される．

ファイル保護機能

4
4.1

特徴

本 OS は，ファイルとして保存されているデー

メータであると位置づけられる．

アプリケーションが関与するコンテキストは，ど タをコピーするプロセスの動作を制御する．本 OS
のような処理を要求しようとしているのか，または， のファイル保護の特徴を以下に示す．
要求したのかを表すものである．アプリケーション

• ファイルシステムの種類に依存しない．

がデータ漏洩を引き起こす可能性がある処理を要求

本 OS のデータ保護機構は，ファイルシステム

したとき，このコンテキストに適応してデータを保

を変更せずに実現している．このため，本 OS

護することにより，この処理を制限することができ

の導入を容易に行うことができる．

る．したがって，このコンテキストは，関与してい
るアプリケーションの信頼性に依存する．しかし，
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• 対となる保護ポリシファイルが存在するファイ
ルを保護する．

本 OS では，保護するファイルと対となる保

ステムコールをフックする．以下に，それぞれのシ

護ポリシファイルを作成する．この保護ポリ

ステムコールにおけるデータ保護のための処理を

シファイルが存在することにより，動的な環境 示す．
の変化に適応してデータを保護することがで

• open

きる．

オープンするファイルと対になる保護ポリシ

• ファイルへのアクセスを制御する．

ファイルを検索する．ポリシを発見した場合は

本 OS では，ファイル保護として，ファイルへ

そのポリシファイルを読み出し，OS のみ参照

のアクセスを監視し，それを制御する．

4.2

できるアクセス制御リストに登録する．この

保護ポリシファイル

アクセス制御リストを参照してファイルへの書
込みと読出しを制御する．また，保護するファ

ユーザは，以下の項目を保護ポリシファイルに記

イルが読み出されていた場合，保護ポリシに

述する．

よっては，保護しないファイルへの書込みを禁

• デフォルトのファイルアクセスポリシ

止する．

• コンテキストに適応して制御するためのファイ

• close

ルアクセスポリシ

本 OS がアクセス制御をしているファイルを

• ファイルを削除するポリシ

クローズする場合，このファイルをオープンし
たときに登録したこのファイルに対する保護ポ

これらのポリシは，いずれも，着目すべきコンテ

リシを，アクセス制御リストから削除する．

キスト，コンテキストに対する条件，条件を満たし

• write

た場合と満たさなかった場合の動作を組として，ア

コンテキストを取得し，このコンテキストに対

クセス制御リストとして記述される．デフォルトの
ファイルアクセスポリシとファイルを削除するポリ

応する保護ポリシをアクセス制御リストから

シは，1 つの項目のみが記述できる．コンテキスト

検索する．この保護ポリシに応じてアクセスを

に適応して制御するためのファイルアクセスポリシ

制御する．

は，複数項目を記述できる．これらの項目のうち，

• read

データ発信者がコンテキストに適応して制御するた

ファイルに書き込むシステムコールと同様のア

めのファイルアクセスポリシの項目を記述していな

クセス制御を行う．さらに，ファイルの保護ポ

い場合，デフォルトのアクセスポリシに記述されて

リシによっては，このプロセスのファイルへの

いるアクセス制御を行う．また，デフォルトのファ

書込みを禁止するため，システムコール履歴に

イルアクセスポリシを記述していない場合，コン

この書込みを禁止する情報を付加する．

テキストに適応して制御するためのファイルアクセ
スポリシの項目に一致しないファイルへの読出しと

4.4

データ発信者が保護するファイルに対するアクセ

書込みのアクセスは禁止される．さらに，ファイル
アクセスに関しての項目を記述していない場合，保
護するファイルへの読出しと書込みのアクセスは禁
止される．ファイルを削除するポリシを記述してい
ない場合，データの消失を防止するためには，この

不要となったデータの削除

スを許可している間は，そのファイルがハードディ
スクに保存されている必要がある．しかし，必要と
しなくなったときにそのファイルを削除することに
より，データ漏洩を予防することができる．そこで，
不要となったデータが格納されているファイルを削

ファイルを削除しない．

除する．以下にその処理を示す．

システムコールフックによるアクセ
ス制御

1. 削除するファイルをオープンしているプロセス

プロセスによるファイルへのアクセスを制御する

が存在した場合には，強制的にこのファイルを

4.3

クローズする．

ために，ファイルをオープンするシステムコール，
ファイルをクローズするシステムコール，ファイル

2. 削除するファイルをゼロで初期化する．

に書き込むシステムコール，ファイルを読み出すシ

3. ファイルをアンリンクする．
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User Process

ファイルを削除する条件となるコンテキストは，

call

保護するファイルを作成したときに本 OS に登録さ

System Call
Table

refer

れ，保護ポリシファイルに書き込まれる．その後，

hook

invoke
overwrite

削除する条件となるコンテキストが切り替わり，こ

Virtual File
System

History Logger

File Object

invoke

の削除する条件となるコンテキストのパラメータの

File Operations
Table

Action Controller

値と一致したときにファイルを削除する．しかし，

Kernel

System_Call Handler

Access Control List
invoke

現在時刻のように，割込みなどの明確なイベントが
ないものを条件として削除するような場合が考えら

invoke
: Pointer

れる．このとき，そのコンテキストが切り替わるタ

read
access

: File

イミングでファイルを削除することが困難である場

read

: Data Protectiont Policy File

面が存在する．削除する時刻に計算機の電源が入っ

: Original System Call Function

ていない場合にファイルを削除することは不可能で

: Alternative Open System Call Module
(Loadable Kernel Module)

ある．したがって，ファイルをオープンするときに

: Alternative Read/Write System Call Module
(Loadable Kernel Module)

おいても，保護ポリシからファイルを削除する条件

Hard Disk

図 2 システムコールフック

となるコンテキストを検索し，削除する時点を過ぎ
ているか否かを調べる．この時点を経過していた場
データを保護することが可能である．

合は，ファイルを削除する．

4.5

適用例

実装と評価

5

動的な環境の変化に適応してデータを保護する例
を次に示す．

5.1

実装

データ保護機能を Linux-2.6.6 内へ実装している．

学校において，生徒がノート PC を携帯している

環境を想定する．このとき，授業中の試験を受ける その構成を図 2 に示す．プロセスは，ファイル・ネッ
教室内では生徒にレジュメを見せるが，授業以外の トワーク・メモリなどの計算機資源を使用する場合，
時間帯や，授業中でもその教室以外でレジュメを見 システムコールを発行する．そこで，本 OS では，
せないようにする場合を考える．このとき，レジュ プロセスのデータ漏洩が発生する可能性がある計算
メにアクセスしようとする時刻，生徒の位置に応じ 機資源を使用する処理を制御するために，システム
て，ファイルへのアクセスを制限する必要がある． コールをフックする．本 OS では，ファイルアクセ
また，授業が終了した後，生徒の PC にレジュメ

ス制御のために，open，close，read，write システ

が保存されている場合，この PC からレジュメが

ムコールをフックしている．

read/write システムコールは，VFS(Virtual File

コピーされる危険性がある．このため，授業が終了

したときに，生徒の PC からレジュメを削除する． System) のファイルオブジェクト内のファイル操作
また，企業において，データ管理者が，業務上， テーブルに登録された関数からファイルにアクセス
顧客情報を閲覧し，更新する必要性がある場合を想 している．そこで，この関数を置き換えることによ
定する．この場合，顧客情報を読み出した後には， りフックする．これにより，制御するアクセスのみ
他のファイルに顧客情報を他のファイルに書き込む をフックし，制御する対象ではないアクセス処理の
処理を禁止する必要がある．そこで，プロセスの動 オーバヘッドをゼロとしている．
一方，close システムコールでは，read/write シ

作履歴に基づいたデータ保護が必要である．

以上より，動的に変化する環境においてデータを ステムコールのような仕組みで処理を行わない．ま
保護するためには，より細い粒度のデータ保護が必 た，open システムコールでは，アクセスしようと
要である．しかし，従来のデータ保護は，コンテキ しているファイルへの読出しと書込みを制御するか
ストに基づく保護ができないため，動的な環境の変 否かを判断する必要がある．このため，open シス
化に対応することは不可能である．本 OS では，従 テムコールでは，すべてのアクセスをチェックしな
来のデータ保護に加えて，コンテキストに基づいて ければならない．そこで，open/close システムコー
ルは，システムコールテーブルに登録されている関
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数のアドレスを，ファイルアクセスを制御する関数
表1

と置き換えることによりフックする．システムコー
ルテーブルを置き換えることにより，すべてのアク
セスを制御することができる．
本 OS では，システムコールの履歴に基づくファ
イルアクセス制御を実装している．以下のシステム

計算機

計算機構成
IBM PC/AT 互換機

CPU
メモリ

Celeron 900Mhz
256MB

ファイルシステム

ReiserFS

コールが発行されているか否かをこの履歴から検索
350

し，アクセスを制御している．

300

することにより，保護するファイルのコピーを

s]

作成する可能性があるアクセスを制御できる．

Time [

read システムコール このシステムコールに着目

具体的には，プロセスが保護するファイルを読

250

200

150

み出した後，このファイル以外に書き込こむ処
100

理を禁止することができる．

50

write システムコール このシステムコールに着

1

2

5.2

6

7

8

9

10

Access to files in original Linux

図3

る．具体的には，ファイルにデータを書き込ん

ファイルへの保護ポリシの継承を意味する．

5

Number

Access to files not protected in privacy-aware OS

を書き込んだファイルを保護することができ

のアクセスを禁止する．これは，書き込んだ

4

Access to protected files in privacy-aware OS

目することにより，ユーザが保護したいデータ

だ場合，他のプロセスからの，このファイルへ

3

ファイルオープンのオーバヘッド

システムコールを発行してから，ユーザプロセスに
応答が返ってくるまでの時間を計測した．実験環境
は，表 1 に示す計算機を用いた．また，データ保護
ポリシには，以下の条件を記述し，ファイルの読出

評価

本 OS には，以下のコンテキストに基づくファイ

しと書込みを許可する場合について 10 回計測した．

• 実ユーザ ID と実効ユーザ ID が データ発信

ルアクセス制御を実装している．

者，または，データ管理者であるか否か

• ユーザ ID・実効ユーザ ID

• ファイルをオープンしてから，5 秒以内である

• OS 内部で管理されている RTC から取得でき

か否か

る絶対時刻・相対時刻

• 通信している無線 LAN の ESSID が実験環境

• 位置情報として，通信している無線 LAN の

で使用している ESSID と一致し，最大値が 88

ESSID(Extended Service Set ID)

である電波強度の値が 10 以上であるか否か

• 保護するファイルを読み出したシステムコール

計測に使用した保護ポリシファイルのサイズは，

の履歴

• 保護するファイルに書き込んだシステムコール
の履歴

本 OS の性能を評価するため，以下のアクセス
を比較した．

183 バイトである．また，アクセスするファイルの
データがキャッシュにない状態で読み出す場合と，
書き込む場合について，それぞれ異なるファイルに
対して計測した．
実験結果として，図 3 に open システムコール，

• 標準 Linux-2.6.6 におけるファイルアクセス

図 4 に close システムコール，図 5 に read システ
• 本 OS における保護しないファイルへのアク ムコール，図 6 に write システムコールの計測し
セス
た結果を示す．

• 本 OS における保護するファイルへのアクセス

本 OS における保護しないファイルへのアクセス

これらのアクセスについて，シングルユーザモー 処理のオーバヘッドは，図 3 より，ファイルをオー
ドで，ユーザプロセスが open，close，write，read プンする場合では，約 30µs のオーバヘッドがある．
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Access to protected files in privacy-aware OS

Access to files not protected in privacy-aware OS

Access to files not protected in privacy-aware OS

Access to files in original Linux

Access to files in original Linux

図4

図6

ファイルクローズのオーバヘッド

ファイル書込みのオーバヘッド

500
450

Time [

s]

400
350
300

ドの要因は，保護ポリシファイルを読み出す処理で

250

ある．したがって，このオーバヘッドは保護ポリシ

200

ファイルに依存する．

150

また，ファイルの読出しでは，図 5 より 390µs

100
50

以内，ファイルへの書込みでは図 6 より 490µs 以
1

2

3

4

5

6

Number

7

8

9

10

Access to protected files in privacy-aware OS

内であった．このオーバヘッドの要因として，コン
テキストを取得する処理にかかるオーバヘッドがあ

Access to files not protected in privacy-aware OS
Access to files in original Linux

る．そこで，OS において無線 LAN の ESSID と

図 5 ファイル読出しのオーバヘッド

電波強度を取得するのにかかる時間と，絶対時刻を
取得する時間を計測した．その結果，無線 LAN の

これは，本 OS では，ファイルをオープンする際に， ESSID と電波強度の取得にかかる時間は，300µs
オープンしようとするファイルの保護ポリシファイ ミリ秒程度，時刻の取得にかかるオーバヘッドは
ルを検索するオーバヘッドである．一方，保護しな 0.8µs 以下となった．したがって，ファイルの読出
いファイルの読出しと書込み処理は，標準の Linux しと書込みにおける最大のオーバヘッドは，無線
と同一の処理をしているため，オーバヘッドはない LAN から ESSID と電波強度を取得する処理にか
と考えるられる．このことは，図 5 と図 6 のそれ

かる時間である．

ぞれの値を比較した結果より，証明された．クロー

以上より，本 OS における保護しないファイル

ズの場合では，このファイルが保護するファイルか へのアクセス処理のオーバヘッドは，ユーザが使用
否かを判断する処理がオーバヘッドになると考えら する上で，不便さを感じない程度であった．一方，
れる．しかし，この処理によるオーバヘッドは，図 保護するファイルへのアクセスのオーバヘッドは，

4 のそれぞれの値を比較した結果，問題にならない 保護ポリシファイルのサイズとコンテキストの取得
といえる．以上より，保護しないファイルへのアク にかかる時間に依存し，増加する．そこで，ファイ
セスのオーバヘッドはファイルをオープンするとき ルサイズを小さくするための保護ポリシの記述法
のみである．したがって，4.3 節で述べたシステム を検討することと，コンテキスト取得にかかる時間
コールをフックするオーバヘッドはない．

を小さくする実装を行う必要がある．また，保護す

本 OS における保護するファイルへのアクセスの るファイルへのアクセス処理にかかる時間には，約
オーバヘッドは，ファイルオープンでは，図 3 より 77µs から 98µs のゆらぎがある．このゆらぎは，何

250µs 以内，ファイルクローズでは図 4 より 78µs らかの割込みであると考えらる．この割込みの種類
以内であった．ファイルオープン処理のオーバヘッ に関しては，調査中である．
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を伝えるため，保護ポリシファイルを作成する．本

システムコールフックを利用したファイル保護手
法は，数多く存在する．例えば，Linux カーネルに組
み込まれている LSM (Linux Security Modules)[2]
がある．LSM は，悪意ある攻撃から計算機を守る
ことを目的とした，OS が管理する資源に対してア
クセス制御をするカーネルフレームワークである．

LSM は，ユーザごとにファイルシステムの操作の可
否を細く指定できる．LSM のようなシステムコー
ルをフックしてファイルを保護する手法と本 OS の
データ保護手法の違いは，本 OS では，人や計算
機が移動する環境でのファイル保護を考慮している
点である．したがって，システムコールフックを利
用したファイル保護において，本 OS の特徴はファ
イル保護の仕方が動的に切り替わる点であるとい
える．
また，ユーザのプライバシを考慮している暗
号化ファイルシステムとして，TCFS(Transparent

Cryptographic File System)[3] がある．この TCFS
は，OS で NFS(Netwark File System) サーバに保
存されているファイルを保護する．アプリケーショ
ンにおいてファイルを暗号化するよりも，ユーザに

OS は，この保護ポリシファイルに記述されたポリ
シに従ってファイルを保護する．この保護ポリシに
コンテキストという概念を組み込むことで，粒度
の細い保護を実現している．また，本論文では，本

OS の評価を行った．本 OS を用いて，ユーザ ID，
時刻，位置，プロセスごとのシステムコール履歴に
適応したプロセスのファイルアクセスを制御する
ことができた．また，そのオーバヘッドを計測した
場合，オープンで約 300µs，読出しと書込みで，そ
れぞれ，390µs，490µs 程度であった．このオーバ
ヘッドの要因として，保護ポリシファイルを読み出
す処理と，コンテキストの構成要素であるパラメー
タの値を取得処理が挙げられる．
今後の課題としては，保護ポリシファイルのサイ
ズをより小さくするための保護ポリシの記述法とコ
ンテキストの構成要素であるパラメータの値を取得
する処理のオーバヘッドを減らす仕組みを考えるこ
とが挙げられる．
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おわりに
本論文では，ユーザのプライバシ情報が書き込ま

れたファイルを保護する手法，この手法を実現する

OS について述べた．本 OS では，細い粒度でファ
イルを保護する．このとき，データ発信者は，デー
タ保護機構にどのようにファイルを保護したいのか
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