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a cooperative VMM based on Linux KVM. CoKVM provides guest calls, host
calls, and inter-OS communication facilities that makes developing COPs easier.
These facilities are used by the multi-OS shell, which is a COP. The multi-OS
shell allows users to execute programs without knowing OS boundaries. The
multi-OS shell running in CoKVM is faster than the ssh command when programs are executed in a guest OS from a host OS. Experimental results show
that CoKVM and the multi-OS shell have practical values.
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1. は じ め に

従来の VMM（Virtual Machine Monitor）は，VMM の定義により複数の実行環
境を隔離しなければならなかった．この論文は，協調型仮想計算機モニタという，隔
離の定義を緩和した VMM について述べている．協調型仮想計算機モニタでは，同一
ハードウェアで実行される複数の OS（Operating System）を同時に利用するプログ
ラムが動作する．そのようなプログラムを，COP（Cross-OS Program）と定義する．
COP の例としては，OS の境界を越えてファイルを参照したりプログラムを実行した
りするものがあげられる．この論文では，Linux KVM を基に実現した協調型 VMM
の一実装である CoKVM（Cooperative KVM）について述べている．CoKVM で
は，ゲストコール，ホストコール，および OS 間通信機能により COP の開発が容易
になっている．これらの機能を利用して，COP の 1 つである多重 OS シェルが動作
している．多重 OS シェルを使うと，利用者は OS の境界を意識しないでプログラ
ムを実行することができる．ホスト OS からゲスト OS へコマンドを実行する場合，
CoKVM 上で動作する多重 OS シェルは，ssh よりも高速である．この実験結果から，
CoKVM と多重 OS シェルは，有用性があることを示している．

1 台の PC（Personal Computer）で複数の OS（Operating System）のプログラムを利
用したいという要求がある．例として，Linux を実行している実機で，Windows プログラム
を利用できれば便利である．これを実現する手法として，Type II VMM（Virtual Machine

Monitor）8),16) の利用があげられる．VMM は VM（Virtual Machine）を構築・管理する
ソフトウェアである．Type II VMM の例として VMware Workstation 20) ，Linux KVM
（Kernel based Virtual Machine）3) がある．VMM により VM を構築し，VM 上で実機の

OS とは異なる OS を実行することで，実機の OS とは異なる OS のプログラムを利用でき
る．このとき，実機の OS をホスト OS，VM 上で実行している OS をゲスト OS と呼ぶ．

VMM を用いて，PC で複数の VM を構築することで，複数の OS を利用する環境を構築
することができる．
既存の VMM はホスト OS から独立した環境をゲスト OS に提供するように VM を構築
する．これにより，ゲスト OS で障害が生じたとしても，ホスト OS はその影響を受けない．
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この性質から，VM をプログラムのテスト環境やハニーポットとして利用することができ
る．しかし，PC で複数の OS のプログラムを利用するために VM を構築する場合，この性
質により問題が生じる．たとえば，既存の VMM でホスト OS からゲスト OS のプログラ
ム（以下，ゲストプログラムと呼ぶ）を利用する場合，両者はともに 1 台の PC で動作し
ているにもかかわらず，ネットワークを用いることなくゲストプログラムを実行することは
できない．実行する場合は，ssh 等によりネットワークを介する必要があり，利用者はゲス

A conventional virtual machine monitor (VMM) must isolate multiple execution environments from one another by the definition of a VMM. This paper
describes cooperative VMMs in which this isolation requirement is relaxed.
In a cooperative VMM, a program runs across multiple operating system (OS)
boundaries. We define such a program as a cross-OS program (COP). Examples
of cross-OS programs include file systems and program launchers across OSes.
This paper also describes Cooperative KVM (CoKVM), an implementation of
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ト OS とホスト OS が独立していることを意識して利用する必要がある．このようなゲス
ト OS がホスト OS から独立して構築される VMM を，本研究では隔離型仮想計算機モニ
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タと定義する．
隔離型仮想計算機モニタの問題を解決するため，本研究では VMM の定義に含まれる独立の
要求を緩和した VMM を提案する．この VMM を協調型仮想計算機モニタ（Cooperative

VMM）9) と定義する（協調型仮想計算機モニタの厳密な定義は 2 章で述べる）．協調型仮

2. 協調型仮想計算機モニタ
本章では，隔離型仮想計算機モニタの定義を見直したうえで，協調型仮想計算機モニタの
定義について述べる．

想計算機モニタではホスト・ゲスト OS にかかわらず，ある OS から別 OS の機能を利用可

2.1 隔離型仮想計算機モニタの定義

能とし，開発者はその機能を利用することで複数の OS の機能を同時に利用するプログラム

この論文では，ホスト OS からゲスト OS が独立するように VM を構築する従来の VMM

を開発することができる．このプログラムを COP（Cross-OS Program）と定義する．

を，隔離型仮想計算機モニタと定義する．この論文で述べる隔離型仮想計算機モニタは次に

COP により，利用者はゲストプログラムやホスト OS のプログラム（以下，ホストプログ

あげる要件を満たす13) ．

ラムと呼ぶ）を，すべて同じように利用できる．

(1)

独立した環境の構築

COP を提供する既存の VMM として，VMware Workstation がある．VMware Work-

VM は実機から完全に独立した，別マシンのように構築される．複数の VM が 1 つ

station は COP として，HGFS（Host Guest File System），ホスト OS からゲストプロ

のハードウェアで動作することによる互いへの影響，およびソフトウェアレベルでの

グラムを制御するためのコマンド vmrun を提供する．利用者は vmrun コマンドを用いて，
ゲストプログラムを実行できる．しかし，実行する際はプログラム名以外に，ゲスト OS に

相互干渉を防ぐために，個々の VM は独立した環境として構築される．

(2)

VM から要求された CPU 命令のうち，大部分（dominant subset）を VMM 介在な

おける利用者名，パスワード等の情報を入力する必要があり，利用し難い．また，COP で

しで実 CPU で実行

利用されているゲスト OS からホスト OS の機能を利用する手法は，特定のハイパーバイザ

従来のエミュレータと異なり，VM から実 CPU に求められた命令の大部分は，VMM

コールに限定され．開発者が新しくハイパーバイザコールを追加することはできない．

によるソフトウェアレベルでの援助がなくても実行可能である．ただし，入出力命令

本研究では，COP の開発が容易な協調型仮想計算機モニタを，Linux KVM を基に実
装した．この協調型仮想計算機モニタを CoKVM（Cooperative KVM）と名付けた．

CoKVM では，ゲスト OS とホスト OS の間で RPC（Remote Procedure Call）による通

等の特権命令や，一部のセンシティブな命令は VMM によりエミュレートする．

(3)

VMM によるゲスト OS 上のすべての資源管理
VMM はゲスト OS におけるメモリ，周辺機器といった資源をすべて管理可能である．

信とストリームによる通信が利用できる．また，COP として多重 OS シェル（Multi-OS

上記の要件のうち，隔離型仮想計算機モニタの堅牢性は要件 ( 1 ) を満たすことで実現し

Shell）が動作する．多重 OS シェルはホスト・ゲスト両プログラムをコマンドレベルで利

ている．これにより，複数の VM に対してそれぞれ別の利用者の集合が存在しても，個々

用可能とする COP である．多重 OS シェルはホスト OS で，利用者からコマンドを受け取

の利用者の集合は他の集合の資源に干渉することなく構築された環境を利用できる．しか

り，複数のゲスト OS の中からコマンドが実行可能なゲスト OS を判断し実行できる．
この論文では，既存の代表的な VMM である VMware Workstation と比較することによ

し，同時に要件 ( 1 ) を満たすことでホスト OS とゲスト OS が互いのプログラムを利用し
難いという問題もかかえることになる（図 1 左）．

り，実現した CoKVM では COP の開発が容易であることを示す．また，ゲスト OS のコ

要件 ( 1 ) は，単一のハードウェア上に複数の VM が動作し，それぞれ別の利用者の集合

マンドを実行する場合，多重 OS シェルは，VMware Workstation よりも優れた利用者イ

が存在する場合に，資源を適切に分割するために必要である．たとえば，複数の実計算機で

ンタフェースを提供することを示す．ゲスト OS でコマンド実行を実行する場合，CoKVM

動いていたシステムを，それぞれに VM を割り当てて 1 台の実計算機に集約する場合には

上で動作する多重 OS シェルは，ssh よりも高速である．この実験結果から，CoKVM と多

特に重要である．しかし，単一の利用者の集合がすべての VM を利用しており資源の分割

重 OS シェルは，有用性があることを示す．

が不要の場合，たとえば VM の個人利用では要件 ( 1 ) は重要ではない．

2.2 協調型仮想計算機モニタの定義
隔離型仮想計算機モニタでは前述した要件 ( 1 ) により，ホスト OS とゲスト OS が互い
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所有者と呼ぶ．ゲスト OS 内では独自の利用者権限を用いてもよいが，ホスト OS か
らゲスト OS 内のシステムコールとライブラリを利用するとき，VM の所有者はゲス
ト OS に登録された任意の利用者の権限でそれらを利用できる．

(2)

複数 OS 間でのプロセス間通信
ホスト OS のプロセスとゲスト OS のプロセスの間，あるいは複数のゲスト OS のプ
ロセスの間で，単一の OS で行われているようなプロセス間通信を可能とする．たと
えば，複数の OS 間での Unix のパイプ処理を実現する．

協調型仮想計算機モニタも隔離型仮想計算機モニタと同様に，Type I と Type II に分類
できる8),16) ．PC で利用者が Type II VMM を利用する場合，ホスト OS が主に利用され
る．この点から Type II の協調型仮想計算機モニタでは，利用者がホスト OS を主に利用し，
必要なときにホスト OS からゲスト OS を利用することを前提とする．協調型仮想計算機モ
ニタを利用して，利用者はそれぞれの OS に開発されたプログラムを利用する．Type II の
協調型仮想計算機モニタでは，ホスト OS からゲスト OS を利用するために，利用者は次の
ような機能を求める．

• OS 境界を越えたファイルのアクセス
図 1 隔離型仮想計算機モニタと協調型仮想計算機モニタの比較
Fig. 1 Comparisons between a conventional virtual machine monitor for isolation and a new
cooperative virtual machine monitor.

理想的にはすべての OS 間で柔軟に相互のファイルを参照する機能が望まれる．Type II
の VMM では，最低限，ホスト OS のあるディレクトリ以下のファイルをゲスト OS
からアクセスできる機能が必要である（複数のゲスト OS 間のファイルによる情報共有
も，この領域を利用することで実現できる）．

のプログラムを利用し難い．本研究では隔離型仮想計算機モニタの定義を見直し，前述した

• OS 境界を越えたプログラムの実行

隔離型仮想計算機モニタの問題を解決する VMM を提案する．この VMM を協調型仮想計

理想的にはすべての OS 間で相互にプログラムを実行する機能が望まれる．Type II の

算機モニタと定義する．協調型仮想計算機モニタは，隔離型仮想計算機モニタの要件 ( 2 )，

VMM では，ホスト OS から任意のゲストプログラムを実行すること，および，ゲスト

( 3 ) を満たす．協調型仮想計算機モニタでは，ホスト OS を含む全 OS が単一の利用者の集

OS からホストプログラムを実行することが望まれる（なお，ゲスト OS 間でのプログ

合により利用されることを想定しており，また，ある特定の VM は，それを実行した単一

ラムの実行は，ゲスト OS からホスト OS，ホスト OS からゲスト OS のプログラム実

の利用者が占有するものとする．そのうえで隔離型仮想計算機モニタの要件 ( 1 ) に代わり
次にあげる要件を満たす．

(1)

行を組み合わせることで容易に実現することができる）．
このような利用者が求める機能を提供するために，協調型仮想計算機モニタでは複数の

OS 間で機能の相互利用

OS の機能を同時に利用できるプログラムを動作させる必要がある．このプログラムを COP

ホスト・ゲスト OS にかかわらず，ある OS から別 OS のシステムコールとライブラ

（Cross-OS Program）と定義する．COP は，分散システムにおけるクライアント・サーバ

リを利用できる（図 1 右）．ゲスト OS からホスト OS のシステムコールとライブラ

型のプログラムのように，プログラムの一部が別の OS 上で動作し，全体として 1 つの機能

リを利用するとき，利用者権限としてはゲスト OS の利用者とは関係なくその VM

を提供する．図 2 では，ホスト OS と 2 つのゲスト OS にまたがって動作している COP を

を実行した利用者の権限が使われる．ホスト OS で VM を実行した利用者を VM の

示している．利用者はホスト OS から，COP を通じて複数のゲスト OS のプログラムを利
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ルを実行してホスト OS からゲストプログラムを実行することができる．
ホストコール ホストコールは，ゲストコールの逆であり，COP のゲスト側のプログラム
がホスト側のプログラムを呼び出すための仕組みである．

OS 間通信（Inter-OS Communication）
OS 間通信は，ホスト OS とゲスト OS のプロセス間で通信を行うための機構である．
OS 間通信には，2 つの役割がある．1 つは，COP を開発する際にゲストコールやホ
ストコールの要求と応答を送受信するための通信路としての役割である．もう 1 つは，

2 つの OS で動作する非 COP（通常の単一の OS で動作するプログラム）を結ぶため
の通信路としての役割である．たとえば，2 つの OS がともに Unix 系の OS の場合，
両者の OS で動作する非 COP のプロセスを直接 OS 間通信で結ぶことが考えられる．
ホストコールは，ハイパーバイザコール（hypervisor call）にも似ている．ハイパーバイ
ザコールの場合，サーバは，VMM になる．これに対して，ホストコールは，COP のホス
ト OS 側のプログラムである点が異なる．なお，ゲスト OS から他のゲスト OS のプログラ
ムを呼び出す仕組みは，ホストコールとゲストコールを組み合わせることで容易に実現で
きる．
図 2 ホスト OS と 2 つのゲスト OS を同時に利用する COP（Cross-OS Program）
Fig. 2 A cross-OS program running in a host OS and two guest OSes.

ホストコールとゲストコールでは，COP のホスト側とゲスト側のプログラムの対応関係
を決定する必要がある．これは，分散システムの RPC におけるバインディングと同じこと
である．特にゲストコールでは，複数の VM が動作している場合，どの VM で実行すべき

用できる．COP の例として，VMware Workstation が提供する vmrun コマンドと HGFS

かを指定する仕組みが必要になる．また，ゲスト OS で複数の利用者が存在する場合には，

がある．VMware Workstation は，vmrun コマンドと HGFS を有効にした場合，我々の

どの利用者の権限で実行すべきかを指定する仕組みが必要になる．これらの仕組みが必要な

分類では協調型仮想計算機モニタに分類する．ただし，VMware Workstation は，これら

理由を，図 3 を用いて説明する．この図では，2 つの VM と 3 つの COP が動作している．

の機能を無効にして，隔離型仮想計算機モニタとしても利用することができる．VMware

COP1 のプログラムは，ホスト OS，VM1，および，VM2 で動いている．そのホスト OS

Workstation が提供する COP の詳細については 2.4 節で述べる．
2.3 Type II の協調型仮想計算機モニタの機能

のプログラムがゲストコールを行うとき，VM1 と VM2 のどちらのプログラムを呼び出す
かを指定する．COP2 のプログラムは，ホスト OS と VM1 で動いている．COP2 は，VM1

Type II の協調型仮想計算機モニタは COP を開発するために次のような機能を提供する

でシステム管理を行うために，VM1 上のゲストプログラムを VM1 内の特権利用者（root）
の権限で実行している．COP3 は，ホスト OS と VM1 でプログラムが動いている．その

必要がある．
ゲストコール ゲストコールは，COP のホスト側のプログラムがゲスト側のプログラムを
呼び出すための仕組みである．ゲストコールは，分散システムにおける RPC（Remote

VM1 のプログラムがホストコールによりホスト OS のファイルを使うときには，COP3 の
ホスト側の利用者権限で実行される．

Procedure Call）に似ている．COP のホスト側がクライアント，ゲスト側がサーバと

OS 間通信は，Unix のパイプ，名前付きパイプ，および，Unix Domain Socket 等の単一

なる．ゲストコールは，ホスト OS からゲスト OS のシステムコールを実行するために

の OS 内のプロセス間通信と同様に，安全に行われなければならない．安全とは，（ホスト

用いられる．たとえば，ゲスト OS の fork() システムコールや execve() システムコー

OS のレベルで）権限があるプロセスとだけ通信が可能で，他の権限がないプロセスから通
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ける利用者名やパスワード等を入力する必要がある．このように，vmrun コマンドを利用
するときは利用者は毎回，ゲスト OS とホスト OS が独立していることを意識した利用を求
められる．

VMware Workstation では，ホスト OS からゲスト OS を vmrun コマンドによりコマン
ドレベルで利用できるが，システムコールやライブラリのレベルで利用することはできな
い．ゲスト OS からホスト OS の機能を利用するための窓口は，特定のハイパーバイザコー
ルに限定されている1 ．また，ホスト OS とゲスト OS の間でパイプ処理を行うこともでき
ない．VMware Workstation では，開発者が新しくハイパーバイザコールを追加すること
はできない．

3 章で述べる CoKVM では，開発者はホストコールとゲストコールで任意の利用者定義
の手続きを実行することを可能とする．これにより，OS 間でシステムコールとライブラリ
レベルで相互に機能を利用できるようになる．また，4 章で述べる多重 OS シェルは，ゲス
トプログラムをホストプログラムと同じように利用すること，複数の OS のプロセス間でパ
イプ処理を可能とする．

Fig. 3

図 3 COP におけるホスト・ゲスト両プログラムの対応関係
The Relation between hostprograms and guestprograms in COPs.

2.5 保護モデル
協調型仮想計算機モニタでは，隔離型仮想計算機モニタとは異なりホスト OS とゲスト

OS 間が隔離されない．OS 間を隔離しない点について，保護モデルの観点から見た協調型
信内容が傍受されたり書き換えられたりすることがないことを意味する．たとえば，Unix
のパイプの安全性は，通信を親プロセスと子プロセス（およびその子孫）に限定している

仮想計算機モニタと隔離型仮想計算機モニタを比較する．

• 隔離型仮想計算機モニタの保護モデル

ことで，名前付きパイプや Unix Domain Socket では，ファイルのアクセス権を利用する

隔離型仮想計算機モニタは，2.1 節で述べた要件 ( 1 ) を満たすために，VM が実機と同

ことで実現されている．OS 間通信の実現に，ネットワーク通信を利用することも考えられ

様の堅牢性を得られるよう設計されている．VM のすべてのハードウェアは実機のそ

る．しかし，ホスト OS で複数の利用者が存在する状態でネットワーク通信を行うと，他の

れとは別個であり，VM 内で障害が生じても，実機にはその影響が及ばない．よって，

利用者に通信路を不正に利用される可能性があるため，安全性の実現のために認識機構を用

ゲスト OS 上のプロセスが暴走したり，ゲスト OS の脆弱性をついた攻撃を受けたりし

意しなければならず，実装コストが高くなる．

たとしても，VMM に脆弱性がなければホスト OS は安全に守られる．

• 協調型仮想計算機モニタの保護モデル

2.4 VMware Workstation
COP を提供する既存の VM として，VMware Workstation がある．我々は，COP を有効

協調型仮想計算機モニタでは，ゲストプログラムはホスト OS のファイルを利用でき

にした VMware Workstation を協調型仮想計算機モニタに分類する．VMware Workstation

る．その際，ホスト OS 上のファイルへのアクセスは，VM を実行した利用者の権限で

が提供している COP として，vmrun コマンド，HGFS，および，ホスト OS とゲスト OS
間におけるファイルのドラッグ&ドロップによるコピーがある．
利用者は vmrun コマンドを用いて，ホスト OS からゲストプログラムを実行できる．し
かし，実行する際はプログラム名以外にゲスト OS のイメージファイル名，ゲスト OS にお
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1 VMware Workstation で利用可能なハイパーバイザコールの一部は，Open Virtual Machine Tools
（http://open-vm-tools.sourceforge.net/）で公開されている．具体的には，HGFS を実装するための open()，
read()，write()，close()，delete()，rename()，create dir()，delete dir()，create symlink() 等が含ま
れている．
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行う．すなわち，協調型仮想計算機モニタの保護モデルは，プロセスと同一である．

3.1.2 VMRPC

プロセスは，それぞれ独立した CPU の状態，メモリ空間，資源への参照，セキュリティ

CoKVM の機能である，ホストコール，ゲストコール，OS 間通信を，VMRPC 18) を用

属性を保持している．あるプロセスが行った操作は，他のプロセスの上記の情報に影響を与

いて実装した．VMRPC はゲスト OS からホスト OS の機能を RPC（Remote Procedure

えない．たとえば，あるプロセスが暴走してメモリの内容を破壊したとしても，他のプロセ

Call）の形式で呼び出す機構である．VMRPC では，ホスト OS 上の VMM にサーバとし

スのメモリの内容は保護される．しかし，ファイルやデバイス等，すべてのプロセスで共有

て様々な関数を追加し，ゲスト OS 上で動作するクライアントから関数を呼び出すことがで

される資源も存在する．そのため，あるプロセスが攻撃を受けて乗っ取られた場合，そのプ

きる．VMRPC の引数はホスト・ゲスト OS 間の共有メモリを通じて受け渡される．ホス

ロセスの実行権限の範囲内において，資源を不正に操作することができる．

ト OS からゲスト OS へ割込みを生成する機能もある．

この問題からシステムを保護するために，協調型仮想計算機モニタでは必要ならば

SELinux 12) のようなリファレンスモニタをホスト OS で動作させることができる．

3.1.3 ソケットアウトソーシング
CoKVM で は OS 間 通 信 を 実 装 す る た め に ，ソ ケット ア ウ ト ソ ー シ ン グ（socketoutsourcing）7) を用いている．アウトソーシング（outsourcing）7) は，VMM によるエミュ

3. CoKVM

レーションを避け，入出力を高速化するための技法であり，準仮想化と対比される．準仮想

本研究では Linux KVM を拡張することで協調型仮想計算機モニタを実装した．この協

化では，ゲスト OS のデバイス・ドライバという低いレベルのモジュールを置き換え，その

調型仮想計算機モニタを CoKVM（Cooperative KVM）と名付けた．2.4 節で述べた

レベルでホスト OS の機能を利用する．これに対してアウトソーシングでは，ソケット層

ように，協調型仮想計算機モニタとして VMware Workstation には，COP を開発するた

や VFS 層のように高いレベルのモジュールを置き換え，高いレベルでホスト OS の機能を

めの機能として，不十分な点がある．この論文では VMware Workstation において不十分

利用する．ソケット層のレベルでアウトソーシングを行うことを，ソケットアウトソーシ

な点に焦点を絞り，それらの機能の CoKVM における実装について述べる．具体的には，

ングと呼ぶ．なお，ソケットアウトソーシングではゲスト OS の改変を行う必要があるが，

CoKVM は，2.3 節で述べたホストコール，ゲストコール，および，OS 間通信により COP

2.3 節で述べた OS 間通信の実現にこれは必須ではない．CoKVM における OS 間通信を実

の開発を支援する．なお，この論文は協調型仮想計算機モニタとして CoKVM がすべての

現するために，ソケットアウトソーシングを用いた．

面において VMware Workstation を凌駕していると主張するものではない．この論文の貢

3.2 OS 間通信の実装

献は，CoKVM が提供している COP の開発を支援する機能が協調型仮想計算機モニタにお

文献 7) では，Linux における TCP/IP，および，UDP/IP のアウトソーシングについて

いて重要であることを明確にした点，および，それらの機能の実装方法を示した点にある．

述べた．今回，アウトソーシングにより，ゲスト OS としての Linux とホスト OS として

これらの機能と実装方法の基本的な考え方は，VMware Workstation を含む他の VMM で

の Linux の間で次の 2 つの通信機能を追加した．

• ホスト OS の Unix Domain Socket を利用する機能：ホスト OS にあるファイルの名

も利用可能であると思われる．

3.1 実装環境と利用した既存のシステム

前空間を利用してホスト OS とゲスト OS が通信できる．この機能は，3.3 節で述べる

3.1.1 Linux KVM

プロセスサーバが利用している．

CoKVM は，Linux 上で動作する Linux KVM（kvm-85）3) をベースとして実装した．

• ホスト OS の開いたファイルをゲスト OS で利用する機能：ホスト OS で open() シス

Linux KVM を選んだ理由は，以下で述べる VMRPC とソケットアウトソーシングの実装

テムコールで開いたファイルを，ゲストプログラムから read()，および，write() シス

（パッチ）が Linux KVM に存在するためである．CoKVM の機能の実装は，VMM だけ

テムコールにより操作することができる．操作できるものとして，パイプや open() シ

でなくホスト OS，および，ゲスト OS に依存する部分がある．現在のところ，ホスト OS，
および，ゲスト OS としては，Linux 2.6 を用いている．

ステムコールにより開かれたファイルがある．この OS 間通信機能では，Unix におけ
る sendmsg() と recvmsg() システムコールによるファイル記述子の受け渡しと同様に，
ホスト OS のファイル記述子をゲスト OS へ受け渡す．ファイル記述子の受け渡しには，
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Unix Domain Socket で作成した通信路を用いる．この機能は，4 章で述べる多重 OS

との間で通信路を確立後，そのゲスト OS に対してゲストコールを実行することができる．

シェルがホスト OS とゲストをまたがるパイプを実現するために利用している．なお，

ゲストコールの処理の中でゲスト OS のシステムコールとライブラリが実行される際，実行

ホスト OS で生成されたファイル記述子が，ゲストプログラムがすでに持っているもの

権限はゲスト OS でプロセスサーバを起動した利用者の権限が利用される．なお，プロセス

と重なり問題になることはない．ホスト OS で生成されたファイル記述子をゲスト OS

サーバは CoKVM におけるゲストコールを実現するために用いているだけであり，2.3 節で

で受け取る際，Unix の recvmsg() システムコールでファイル記述子を受信するときと

述べたゲストコールの実現に必須の機能ではない．2.4 節では，VMware Workstation の不

同様に，空いているファイル記述子に割り当てている．

十分な点として，ホスト OS からゲスト OS のシステムコールとライブラリを利用できない

CoKVM の OS 間通信では Unix Domain Socket を用いることで，2.3 節で述べた安全

ことをあげた．CoKVM ではゲストコールの実現により，この不十分な点を解決している．

な OS 間通信を実現している．また，ホスト OS のファイル記述子のゲスト OS への送信も，

ゲストコールの実装において，RPC としては，現在，SunRPC 21) を改変したものを用

Unix Domain Socket で行うため，安全に行われる．2.4 節では，VMware Workstation

いている．元々の SunRPC では，プロトコル，プログラム番号，バージョン番号等を用い

の不十分な点として，ホスト OS とゲスト OS 間でパイプ処理ができないことをあげた．

てクライアントとサーバのバインディングを行う機能がある．今回のゲストコールでは，こ

CoKVM では，ホスト OS の開いたファイルをゲスト OS で利用する機能を用いることで，

のバインディングの機能を変更し，すでに確立された Unix Domain Socket による通信路

単一の OS と同様のパイプ処理を実現している．なお，OS 間通信の実現のために，ホスト

を用いるようにした．SunRPC により実現したゲストコールを用いることで，COP の開発

側では 429 行，ゲスト側では 673 行のプログラムを追加した．

では SunRPC の制限を受ける．例として，共有メモリは利用できず，ホストコールとゲス

3.3 ゲストコールとプロセスサーバ

トコールにおけるデータの送受信で利用できるデータ構造は，SunRPC で利用可能なデー

ゲストコールは，COP のホスト側のプログラムがゲスト側のプログラムを呼び出すため

タ型に限定される．なお，応用 COP として GUI プログラムを開発する場合，X Window

の仕組みである．3.1.2 項で述べた VMRPC は，ゲスト側からホスト側のプログラムを呼

system では 3.2 節で述べた Unix Domain Socket を用いることができる．この場合，単一

び出す機能はあるが，逆にホスト側からゲスト側のプログラムを呼び出す機能はない．そこ

の OS における開発と比較して，特に大きな制限はない．

3.4 ホストコール

で，今回 CoKVM で新たに実装した．
ゲストコールの実装では，ゲスト OS 内にプロセスサーバを実行する．プロセスサーバ

ホストコールは，COP のゲスト側のプログラムがホスト側のプログラムを呼び出すため

は，inetd（the Internet services daemon/super server）と同様に，OS 間通信機能のうち，

の仕組みである．ホストコールの実装としては，VMRPC を直接実装することもできる．

ホストの Unix Domain Socket を用いて，ホスト OS からの要求を待ち受ける．COP のホ

しかしこの方法では，2 つの問題がある．1 つは，VMRPC を実行中にゲスト OS 全体が

スト OS 側のプログラムは，その OS 間通信機能により通信路を開設し，プロセスサーバ

ブロックしてしまうということである．これは，現在の VMRPC は Intel VT が提供する

に要求を送る．プロセスサーバは，要求に従い，COP のゲスト側のプログラムを実行する．

vmcall を利用していることによる．もう 1 つは，VMRPC では非同期的な通信しか許され

以後，COP のホスト側のプログラムは，開設した通信路を用いてプロセスサーバを経由す

ないため，プログラミングが困難であるという問題がある．

ることなくゲスト側のプログラムと通信を行う．このとき，COP のホスト側のプログラム

これらの性質は，問題になる場合とならない場合がある．たとえば，3.5.1 節で述べる

は，RPC のクライアントとして，ゲスト側のプログラムは，RPC のサーバとして動作す

WFS の実装では，処理に時間が必要な場合には，独自のスレッドを用いるので問題になら

る．なお，プロセスサーバ実現のために，ホスト側では 343 行，ゲスト側では 431 行のプ

ない．これらの性質は，たとえば 3.5.2 節で述べる二重 OS シェルの実装では問題になる．

ログラムを新たに記述した．

このような場合，ホストコールの実装においてもゲストコールと同様にプロセスサーバを用

CoKVM では，2.3 節で述べた COP のホスト側とゲスト側のプログラムの対応関係を，
プロセスサーバを用いることで明確にしている．COP が利用するゲスト OS は，COP がど
のゲスト OS のプロセスサーバと通信路を確立するかで決定する．COP はプロセスサーバ
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いる．COP のゲスト側のプログラムとホスト側のプログラムの間は，ゲストコールと同様
に Unix Domain Socket により実装した通信路を用いる．
ゲストコールと同様に，ホストコールでも 2.3 節で述べた COP のホスト側とゲスト側の
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プログラムの対応関係を，プロセスサーバを用いることで確立している．ホストコールに

クライアント側：SunRPC のクライアント側で用いるデータ構造である CLIENT 構造体を，

よりホストプログラムが実行される際，実行権限はプロセスサーバを実行した利用者（VM

CoKVM で用意した独自のライブラリ関数を呼ぶことで割り当てる．通常の SunRPC

を実行した利用者と同じ）の権限が利用される．なお，プロセスサーバは CoKVM におけ

の場合，CLIENT 構造体は次のように割り当てる．

るホストコールを実現するために用いているだけであり，2.3 節で述べたホストコールの実
現に必須の機能ではない．2.4 節では，VMware Workstation の不十分な点として，ゲスト

clnt = clnt_create(server_host,PROG,VERSION, "tcp");
これに対し，CoKVM の場合は次のように割り当てる．

OS からホスト OS のシステムコールとライブラリを利用できないことをあげた．CoKVM
ではホストコールの実現により，この不十分な点を解決している．

clnt = clnt_create_cokvm(spath, prog, PROG, VERSION);
clnt create cokvm() の第 1 引数は，プロセスサーバが開いているホスト上の Unix

3.5 COP の例

Domain Socket を示すパス名である．第 2 引数は，COP のプログラムのパス名である．

4 章で述べる多重 OS シェルは，ゲストコールを用いる COP である．そのほかに，COP

clnt create cokvm() を実行すると，Unix Domain Socket が作られ，第 2 引数で指定

としては WFS と二重 OS シェルを開発した．

されたプログラムが実行される．以後，そのプログラムが持つ RPC の手続きをクライ

3.5.1 WFS（double-V File System）

アント側から呼び出すことができる．

25)

WFS（double-V File System） は，この論文の文脈では，ホストコールを用いる COP
である．WFS では，ホストコールとして，VMRPC を直接利用しており，プロセスサーバ

4. 多重 OS シェル

は用いていない．また，WFS ではクライアント，および，サーバともカーネル内で動作し

一般のシェルは，OS カーネルを取り囲み，コマンドによる利用者インタフェースを提供

ている．WFS は，4 章で述べる多重 OS シェルではゲスト OS からホスト OS のファイル

するプログラムである．多重 OS シェル（Multi-OS Shell）は，協調型仮想計算機モニ

をアクセスするために用いられる．

タにおいて，ホスト OS とゲスト OS の両方のプログラムをコマンドレベルで利用可能にす

3.5.2 二重 OS シェル

る COP である（図 4）．

二重 OS シェルは，ホストコールを利用する COP である

19)

．4 章で述べる多重 OS シェ

多重 OS シェルのホスト側プログラムは，利用者インタフェースを提供し，ホスト OS の

ルは，利用者インタフェース部分がホスト OS で動作し，ホスト OS と複数のゲスト OS の

外部プログラムを実行する．多重 OS シェルのゲスト側プログラムは，ゲスト OS の外部プ

プログラムをコマンドレベルで利用することができる．これに対し，二重 OS シェルは利用

ログラムを実行する．この章では，多重 OS シェルの機能と bash における実装について述

者インタフェース部分がゲスト OS で動作し，ホスト OS と 1 つのゲスト OS のプログラム

べる．

4.1 多重 OS シェルの機能

をコマンドレベルで利用できる．

3.6 CoKVM における COP の開発

多重 OS シェルは，ホスト OS 上で動作する通常のシェルの機能に加えて，以下のような

CoKVM では，3.3 節，および，3.4 節で述べたように，SunRPC が利用可能である．し
たがって，CoKVM における COP の開発は，SunRPC を用いた分散プログラムの開発21)
とほとんど同じである．SunRPC を用いることで，別の OS のシステムコールとライブラ
リを呼び出すことができる．COP の開発が分散プログラムの開発と異なる点は，以下のと

機能を提供する．

• VM（ゲスト OS）のリストを管理
利用可能な VM のリストを維持する．

• ゲストプログラムの実行

おりである．

多重 OS シェルは利用者から入力されたプログラムを，指定されたゲスト OS で実行す

サーバ側：rpcgen コマンドで生成されたサーバ側スタブからソケットの生成等の初期化を

る．実行するゲスト OS を暗黙的に指定する方法もある．

行っている部分を取り除く．これは，通常の SunRPC のプログラムを inetd から起動
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の違いによりパス名が OS ごとに異なることがある．その場合でも，絶対パスによる指
定を OS 間で働くように支援する．
なお，カレントワーキングディレクトリの維持機能と絶対パスの変換機能は，ホスト OS
とゲスト OS でディレクトリ木を共有していない場合にはエラーにする．

4.1.1 利 用 例
この項では，利用例を用いて多重 OS シェルの機能を詳しく述べる．
多重 OS シェルでは，プログラムをあるゲスト OS で実行することを明示的に指示する場
合，次のように実行したい VM の番号を指定する．以下にコマンドの例を示す．

$ /../1/bin/guestprogram
利用者が上記のコマンドを入力すると，多重 OS シェルは番号 “1” で指定されたゲスト

OS でゲストプログラム /bin/guestprogram を実行する．"/../" は，スーパディレクト
リと呼ばれる表記法であり，ネットワーク OS において実行する OS を指定するために用い
られた24) ．本多重 OS シェルでは，その表記をゲスト OS を指定するために用いる．ゲス
ト OS の指定には，ジョブ制御におけるジョブの表記法にならい，番号を用いている．ゲス
図 4 多重 OS シェルの構成
Fig. 4 The configuration of the multi-OS shell.

ト OS の指定を，シェル変数を用いて記号で行うこともできる．
多重 OS シェルに対し，プログラムを実行するゲスト OS を入力しない場合，環境変数

PATH を検索する．多重 OS シェルの環境変数 PATH は，以下のようにゲスト OS の番号
• ホストプログラムとゲストプログラムの間でのパイプ処理

とゲスト OS 内のコマンドのパスを指定する．

ホスト OS のプログラムとゲスト OS のプログラムをパイプで接続して組み合わせて実

PATH=/bin:/../1/bin:/../2/usr/bin:/usr/bin

行する．

プログラム名のみ受け取った際，多重 OS シェルは環境変数 PATH に従いゲスト OS と

• ゲストプログラムによるホスト OS のファイルへのリダイレクション
ゲスト OS のプログラムを実行するとき，ホスト OS にあるファイルをリダイレクショ

ディレクトリを検索し，見つかったプログラムを実行する．見つからなかった場合，多重

OS シェルはエラーを返す．
ホスト OS のディレクトリ木をゲスト OS でマウントして利用できる場合，多重 OS シェ

ンによりアクセスできる．

• カレントワーキングディレクトリの維持

ルは，それを絶対パスでも相対パスでも容易にアクセスできるようにする機能がある．次の

ホスト OS とゲスト OS でディレクトリ木を共有している場合，すべての OS で同じカ

例は，ホストプログラム，および，ゲストプログラムのいずれも，同じ絶対パス名的な表記

レントワーキングディレクトリを管理する．cd（change directory）コマンドを実行す

で同じファイルを参照している．

る場合，ホスト OS だけでなくゲスト OS でもカレントワーキングディレクトリを変更

$ /bin/hostprogram

する．ホスト OS，またはゲスト OS で変更に失敗した場合は，cd コマンドはエラーを

$ /../1/bin/guestprogram $FULL/home/user1/workspace/file1
ここで $FULL は，環境変数であり，ホスト OS では，空文字列，ゲスト OS ではその OS

返す．

• 絶対パスの変換

でのマウントポイントに展開される．

ホスト OS とゲスト OS でディレクトリ木を共有している場合でも，マウントポイント

情報処理学会論文誌
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グディレクトリだけでなく，ゲスト OS のそれも変更する．以下にコマンドの例を示す．

4.2.2 ゲストプログラムの実行
通常の bash がコマンドを execve() システムコールで実行する部分で，コマンド名がスー

$ cd ~/workspace
$ guestprogram file1

パディレクトリ表記の場合，多重 OS シェルホストプログラムは，そこから実行すべきゲス

この例では，ホスト OS だけでなくゲスト OS のカレントワーキングディレクトリも，そ

ト VM の番号を得る．その番号から，目的のゲスト OS と，多重 OS シェルゲストプログ

れぞれ変更する．以後，相対パスの解決にはそれぞれの OS でこのカレントワーキングディ

ラムを選択する．多重 OS シェルゲストプログラムに対して，プロセスを生成し，リダイレ

レクトリが使われる．

クションの処理を行わせ，最後にプログラムを実行させる．

多重 OS シェルでホスト OS のプロセスとゲスト OS のプロセスでパイプ処理を行う場合
は，通常のシェルと同様に記号 ’|’ を用いる．以下にコマンドの例を示す．

4.2.3 ホスト・ゲストプログラム間でのパイプ処理
ホスト OS とゲスト OS の間でのパイプ処理を行う場合，多重 OS シェルホストプログラ
ムは，まず pipe() システムコールによりパイプを生成する．次に，生成したパイプのファ

$ guestprogram | hostprogram
利用者が上記のコマンドを入力すると，多重 OS シェルは，ゲストプログラム guestprogram

イル記述を，3.2 節で述べた仕組みを用いてゲスト側の多重 OS シェルゲストプログラムに

の標準出力とホストプログラム hostprogram の標準入力をパイプにより結び，実行する．

対して送信する．多重 OS シェルゲストプログラムは，そのファイル記述子を受け取り，受

ゲストプログラムから，ホスト OS 上のファイルに対してリダイレクションを行う場合に

け取ったファイル記述子を標準入力や標準出力に設定してプログラムを実行する．そのプロ

も，通常のシェルと同様に利用できる．以下にコマンドの例を示す．

によりホストのパイプに対する read()，および，write() システムコールとして実行される．

$ guestprogram > hostfile
上記のコマンドを実行すると，ゲストプログラムの結果がホスト OS 上のファイルに出力

4.2.4 ホスト・ゲストプログラム間でのファイルへのリダイレクション
標準入出力をホスト OS のファイルへリダイレクトする方法は，パイプと同じく，ホスト

される．

4.2 実

グラムが read()，および，write() システムコールを実行すると，それはアウトソーシング

装

OS でファイルを開き，そのファイル記述子をゲスト OS へ送信することで実現している．

多重 OS シェルは bash-4.0 をベースとして実装した．多重 OS シェルは，各ゲスト OS

4.2.5 端末入出力

で CoKVM のプロセスサーバの機能を用いてゲスト側のプログラムを実行する．このゲス

emacs や vi 等のテキストエディタやその他のプログラムは，端末で動作するように設計

ト側のプロセスを，多重 OS シェルゲストプログラムと呼ぶ．これに対して多重 OS シェル

されている．そのようなプログラムをゲスト OS で実行するために，多重 OS シェルは疑似

のホスト側で動く部分を多重 OS シェルホストプログラムと呼ぶことにする．4.1 節で述べ

端末（pseudo terminal）を用いている．ゲスト OS の入出力が端末の場合，多重 OS シェ

た多重 OS シェルの機能を CoKVM の機能を利用して実現する．

ルゲストプログラムは，ゲスト側で疑似端末を作成して，それを標準入出力に切り替えた

4.2.1 多重 OS シェルゲストプログラムの実行

後でプログラムを実行する．多重 OS シェルホストプログラムは，キーボードからの入力を

利用者がホスト OS で多重 OS シェルホストプログラムを実行すると，多重 OS シェルホ

多重 OS シェルゲストプログラムへ送る．多重 OS シェルゲストプログラムは，それを疑似

ストプログラムは，CoKVM のプロセスサーバの機能を用いて多重 OS シェルゲストプロ

端末へ書き込む．疑似端末への書き込みは，この逆のルートで多重 OS シェルホストプログ

グラムを実行する．多重 OS シェルホストプログラムと多重 OS シェルゲストプログラムの

ラムに送られる．多重 OS シェルホストプログラムは，それを自分自身の端末に出力する．

間は，CoKVM が提供する Unix Domain Socket による OS 間通信の通信路が確立される．

端末の大きさが変更された場合にも，多重 OS シェルホストプログラムは，シグナルで検知

この通信路を通じて，ホスト側の多重 OS シェルホストプログラムは多重 OS シェルゲスト

する．すると多重 OS シェルゲストプログラムに対してゲストコールでそれを通知する．

プログラムに対して，カレントワーキングディレクトリの変更，環境変数の変更，プロセス
生成，リダイレクション処理，プログラム実行等の操作を要求する．多重 OS シェルゲスト
プログラムは，起動されると環境変数 FULL を適切なものへ設定する．
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で実行している多重 OS シェルゲストプログラムのカレントワーキングディレクトリも変更
する．また，多重 OS シェルホストプログラムと多重 OS シェルゲストプログラムは，それ

表 1 多重 OS シェルの行数（C 言語）
Table 1 The Lines of code of Multi-OS Shell in the C language.
プログラム名

ぞれ環境変数 PWD を変更する．

5. 評

多重 OS シェル追加・修正

価

5.1 COP の開発

行数
ホスト側
ゲスト側
共通
合計

bash-4.0（参考）

615
533
50
1,198
116,774

COP の開発方法を VMware Workstation と比較することで実現した CoKVM を評価す
る．VMware Workstation では，VM を制御するライブラリとして，VMware VIX API 26) ，

を利用することも容易である．VMware VMCI Sockets では，メッセージの送受信に独自

ホスト OS を含む VM 間通信のために，VMCI（The Virtual Machine Communication

の API を呼ぶ必要があるため，そのままでは SunRPC は動作しない．このため，VMware

Interface）Sockets を提供している．

VMCI Sockets と SunRPC を用いてホストコール，およびゲストコールを実現する場合，

VMware VIX API は以下の機能を提供する．

SunRPC のライブラリを独自の API を利用するように改変する必要がある．SunRPC を利

• VM の生成と削除

用しない場合は，独自の RPC の実装，あるいは VMware VMCI Sockets と Unix Domain

• VM の起動と終了

Socket をつなぐプロキシの実装等が必要となる．また，VMware VMCI Sockets のみで実

• VM のスナップショットの管理

現する OS 間通信は，3.2 節で述べたようにそのままでは安全でない．これを安全にするた

• ゲスト OS とホスト OS 間での共有フォルダの生成・削除（HGFS）

めには，独自の認識機構を開発する必要がある．このように，VMware VMCI Sockets に

• ゲスト OS とホスト OS 間でのファイルのコピー

より CoKVM の機能を実現するためには，このような仕組みを追加する必要があり，実装

• ゲストプログラムの制御

コストが高くなる．

VMware Workstation では，上記の機能を提供するライブラリから COP を開発できる．

多重 OS シェルの実現は，VMware Workstation 等の既存の協調型仮想計算機にはなく，

しかし，開発者はライブラリ自身を拡張することはできない．このため，VMware VIX API

CoKVM が独自に提供する機能により大きく簡素化されている．多重 OS シェルの実装規

により開発される COP は，行えることが制限される．これに対して CoKVM では，ゲスト

模を表 1 に示す．また，参考として bash-4.0 の行数をあわせて示す．多重 OS シェルは，

コール，および，ホストコールとして任意の手続きが利用可能であり COP を開発するうえ

10 万行以上ある bash のプログラムに対し，約 1,000 行のゲストコールのプログラムを追

で自由度が高い．VMware VIX API の上記の機能だけでは開発が困難であるが，CoKVM

加するだけで実現することができた．少量の追加で実現できたのは，CoKVM が提供する

では開発が容易な COP の具体例として，ホスト OS のカメラから送られるデータを，ゲス

ゲストコールにより，ゲスト OS でシステムコールが容易に呼び出せるためである．たと

ト OS でエンコードするプログラムがある．これはホスト OS とゲスト OS を結ぶパイプ

えば，ゲスト OS でのコマンドの検索（access() システムコール），外部プログラムの実行

があれば，容易に開発できる．CoKVM では安全な OS 間通信を提供しており，このプロ

（execve() システムコール），カレントワーキング・ディレクトリの変更（chdir() システム

グラムを容易に開発可能である．VMware VIX API では安全な OS 間通信は提供しておら

コール）を容易に実現している．さらに，3.2 節で述べた開いたファイルを利用する機能に

ず，CoKVM と比較するとプログラムの実装コストが高くなる．

より，ゲスト OS で実行するプログラムの入出力の切替えの実装が大きく簡素化されてい

VMware VMCI Sockets では，COP の開発者は，Socket API と類似の API で VM 間通
信を行うことができる．これに対して CoKVM では，Unix Domain Socket が利用可能に

る．これは，普通の bash の処理を行ったうえで標準入力，標準出力，標準エラー出力等の
開いたファイルをそのままゲスト OS で利用できることによる．

なっている．VMware VMCI Sockets と比較して CoKVM の利点は，ホスト OS のレベルで

5.2 多重 OS シェルの利用者インタフェース

ファイル名を通じたアクセス制御も有効に働くことである．また，CoKVM では，SunRPC

この節では，ゲストプログラムを実行する場合における，ssh コマンド，vmrun コマンド，
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多重 OS シェルを比較する．

$ ls (ファイル名の確認)

VMware Workstation はホスト OS からゲストプログラムを制御するためのライブラリ
を提供している．ライブラリが提供する vmrun コマンドを用いることで，ホスト OS から
ゲストプログラムの実行が可能である．しかし，vmrun コマンドを利用する際，利用者は

$ guestprogram1 hostfile1 | hostprogram | guestprogram2 > hostfile2
ssh で同様のことを行う場合，NFS 等でホスト OS とファイルを共有したうえで次のよう
に入力する．

プログラム名以外にプログラムを実行するゲスト OS のイメージファイル，ゲスト OS にお

$ cd ~/workspace

ける利用者名，および，パスワード等を入力する必要がある．ゲストプログラムを実行する

$ ls (ファイル名の確認)

場合，vmrun コマンドでは以下のように入力する．

$ ssh username@hostname "cd /path/to/workspace ; guestprogram1 hostfile1"\

$ vmrun -T ws -gu username -gp passwd

runProgramInGuest /path/to/disk.vmx

/bin/guestprogram /path/to/filename
上記のとおり，ゲストプログラムをホストプログラムと同様に利用することはできない．
また，VMware Workstatin ではゲスト OS のプロセスはホスト OS のプロセスとプロセス
間通信できないため，vmrun の結果をホストプログラムに渡すといったことはできない．

| hostprogram | ssh username@hostname "cd /path/to/workspace ;\
guestprogram2" > hostfile2
vmrun コマンドで同様のことを行う場合，HGFS でホスト OS とファイルを共有したう
えで次のように入力する．

$ cd ~/workspace

ssh コマンドでゲストプログラムを実行する場合は，以下のようになる．

$ ls (ファイル名の確認)

$ ssh username@hostname guestprogram /path/to/filename

$ vmrun -T ws -gu username -gp passwd runProgramInGuest /path/to/disk.vmx\

ssh コマンドでは，ゲストプログラム名以外の情報を入力する必要がある．ホスト・ゲス

/bin/bash -c "cd /path/to/workspace ; /bin/guestprogram1 hostfile1 > dummyfile1"

ト両 OS における利用者名が同一の場合，username の入力を省略できる．ssh ではコマン

$ hostprogram < dummyfile1 > dummyfile2

ド入力後，ゲスト OS におけるパスワードを入力する必要がある．この作業は ssh-agent を

$ vmrun -T ws -gu username -gp passwd runProgramInGuest /path/to/disk.vmx\

利用することで，省略することができる．しかし，利用者はホスト名を指示することだけは
省略できない．Solaris on コマンド

23)

は，ssh と類似の機能を類似のインタフェースで利

用可能である．on コマンドでは，カレントワーキングディレクトリを保持する機能もある．

on コマンドでも，ssh と同様にホスト名を省略することができない．

/bin/bash -c "cd /path/to/workspace ;\
/bin/guestprogram2 < dummyfile2 > hostfile2"
$ rm dummyfile1 dummyfile2
このように，ssh と vmrun コマンドは，ゲスト OS でカレントワーキングディレクトリ

多重 OS シェルで，上記のコマンドと同様の処理を行う場合，以下のようになる．

を保持できないため，多重 OS シェルより入力が複雑になっている．vmrun コマンドはホ

$ guestprogram $FULL/path/to/filename

スト・ゲスト間パイプが利用できないため，さらに複雑になる．

多重 OS シェルでは，明示的にプログラムを実行するゲスト OS を指示することも，プロ

分散型 OS 24) では，利用者がホストの境界を意識することなく分散された資源を利用可

グラム名 1 つでゲストプログラムを実行することも可能である．また，ファイル名の指定で

能にすることで優れた利用者インタフェースを提供することが研究の目標になっていた．た

は相対パスが利用できる場合には，次のようにして実行することもできる．

とえば，ネットワーク OS では利用者がプログラムを実行するときにつねにホスト名を指

$ cd /path/to

定する必要があるのに対して，分散型 OS ではホスト名を指定することを不要にする．多

$ guestprogram filename

重 OS シェルにおいても，この分散型 OS と同じ目標が部分的に実現されている．多重 OS

さらに，次のようにゲスト・ホスト両プログラムを組み合わせて実行した結果をホスト

シェルでは，4.1 節で述べたように利用者が仮想計算機の境界を意識することなく（仮想計

OS のファイルに出力することも可能である．

算機のホスト名をいちいち入力しなくても）仮想計算機内のプログラムを実行することがで
きる．

$ cd ~/workspace
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表 2 プログラム実行時間
Table 2 Exection times of programs.

4.1 節で述べたように多重 OS シェルでは PATH に仮想計算機内のディレクトリを追加
することができる．このことは，単一の OS における通常のシェルで，システムにパッケー

シェル

ジが追加されたときにパッケージ独自のディレクトリを PATH に追加することと似ている．

ホスト OS bash
ゲスト OS bash
ssh
rsh
多重 OS シェル

PATH に追加する代わりにエイリアスやシェル・スクリプトを作成する方法もあるが，多
くの場合，利用者はより簡便な方法である PATH へのディレクトリを追加することを好む．

PATH へディレクトリを追加することにより，誤操作が増えて問題になる場合も考えられ

1 回あたりの実行時間（msec）
0.50
2.7
190
3.2
9.0

る．この場合は，単一の OS における通常のシェルでは，プログラムを絶対パスで実行した
りエイリアスやシェル・スクリプトを作成したりすることになる．同様に，多重 OS シェル

た．全体の実行時間を実行回数で割ることで，プログラムを 1 回実行する時間の平均を算出

でも，誤操作が問題になる場合には，PATH への追加を行わずにプログラムを絶対パスで

した．これをホスト OS における bash，ゲスト OS における bash，ssh，および，rsh と比

実行したりエイリアスやシェル・スクリプトを作成したりすることができる．

較した．

以上のことから，多重 OS シェルは，VMware vmrun コマンドや ssh コマンドと比較し

表 2 にその結果を示す．多重 OS シェルは，ホスト OS で bash を実行したときやゲス

て，ホスト OS からゲスト OS でプログラムを実行する場合，優れた利用者インタフェース

ト OS で実行したときよりもかなり遅くなっているが，9.0 msec という時間は，最近よく

を提供しているといえる．

使われているディスクのシーク時間（5–10 msec）や，国内のインターネットの通信遅延

5.3 実

験

（10–20 msec 程度）と同程度である．コマンドのプログラムがディスクに保存されていた場

優れた機能を持つシステムであっても，性能が低い場合には有用性があるとはいえない．

合，通常の bash であってもディスクのシーク時間以上の遅延が生じる．また，多重 OS シェ

そこで，多重 OS シェル，および，CoKVM の有用性を示すために，プログラムを実行す

ルは ssh よりも 20 倍以上高速である．ssh は，国内のインターネットで十分な有用性を持っ

る性能，および，OS 間通信の性能を調べる実験を行った．なお，多重 OS シェル/CoKVM

ていることが知られている．したがって，本多重 OS シェル，および，CoKVM は，ゲス

で用いている WFS については，文献 25) で示しているように NFS より高速でネイティブ

トプログラムを実行する場合には十分な性能を持っているといえる．現在の多重 OS シェル

に近い性能があることが分かっているので，この論文では述べない．

の実装は，rsh よりも遅い．これは多重 OS シェルでゲストプログラムを実行する際，2 つ

実験環境は以下のとおりである．

の Unix Domain Socket を用いていることによる1 ．ただし，rsh には利用者認証の問題17)

• ホスト OS

があり，この実験で行ったようにパスワードの省略を許した形で安全に運用することは難し

– OS：Linux 2.6.24

い．多重 OS シェルには，rsh のような問題はない．

– CPU：Intel Core2 Duo 2.66 GHz

5.3.2 OS 間通信

– メモリ：4 GB

CoKVM が提供する OS 間通信機能の性能を調べる実験を行った．OS 間通信機能として

• ゲスト OS

は，3.2 節で述べたアウトソーシングによりホスト OS のパイプを用いるものを用いた．こ

– OS：Linux 2.6.25

れを，ホスト OS におけるパイプ，ゲスト OS におけるパイプ，rsh，および，ssh による暗

– メモリ：512 MB

号化された通信路と比較した．実験で用いたコマンドを以下に示す．

5.3.1 ゲストプログラム実行時間

dd if=/dev/zero count=1000 bs=1M | dd of=/dev/null bs=1M

多重 OS シェルが外部プログラムを実行する速度を測定した．実行するゲストプログラム
として，空の main 関数をコンパイルしたプログラムを利用した．多重 OS シェル（bash）
のループ機能でプログラムを 100 回実行し，全体の実行時間を time コマンドにより計測し
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1 1 つの Unix Domain Socket でゲストプログラムを実行できるようにプログラムを最適化し，再度実験を行っ
た結果，1 回あたりの実行時間は rsh と同じ 3.2 msec となった．
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表 3 パイプによるプロセス間通信のスループット
Table 3 Throughputs of interprocess communication with pipes.
シェル（ストリーム）

実行速度（GB/s）

ホスト OS bash（パイプ）
ゲスト OS bash（パイプ）
ssh
rsh
多重 OS シェル（OS 間通信）

1.9
1.3
0.044
0.131
1.1

点にある．

BSD

Jail 10) ，Solaris
11)

（cgroup）

Containers 14) ，Linux-VServer 5) ，Linux

Control

Groups

は，OS レベルで仮想化機能を実現している．これらのシステムでは，複数

の隔離された環境を提供することを目的としており，COP を実行するという考え方が存在
しない．この論文で述べた協調型仮想計算機モニタは，COP が重要であり，これらの OS
レベルの仮想化機能とは目的が異なる．

Wine 27) は，Windows の API をエミュレートすることで，Windows 用に作成されたプ
これは，合計で 1 GB のデータを，dd コマンドで送受信するものである．終了後に dd コ
マンドが表示する転送速度を記録した．したがってこのスループットにはプログラムを実行
するオーバヘッドは含まれていない．同じ実験を 10 回繰り返し，その平均を求めた．
実験結果を表 3 に示す．ホスト OS と比較してゲスト OS では仮想化のオーバヘッドによ

ログラムを Linux を含む Unix 系 OS 上で実行することを可能とするソフトウェアである．

Cygwin 15) は，Windows 上で動作し，POSIX API を Windows のシステムコールを用い
てエミュレートしている．これらのエミュレータは，他の OS 用に作成されたプログラムを
ホスト OS で動作させるという点では協調型仮想計算機モニタの用途に近い．これらのエ

りパイプのスループットが低下している．このように，多重 OS シェルで OS 間通信を行っ

ミュレータと比較して，この論文で述べた協調型仮想計算機モニタの特徴は，ホスト OS と

た場合，ゲスト OS 内のパイプよりも 15%程度スループットが下がる．この原因は，OS 間

ゲスト OS の組合せが限定されないという点にある．また，協調型仮想計算機モニタでは，

通信では仮想化のオーバヘッドに加えてホスト OS とゲスト OS の切替えのオーバヘッドが

スナップショットによる計算機環境のバックアップ等の仮想計算機モニタの利点も利用でき

あるからである．しかしながら，1.1 GB/s という性能は，ホスト OS やゲスト OS のパイ

る．この論文で述べた協調型仮想計算機モニタの一実装である CoKVM は，現在のところ，

プと比較しても遜色はなく，十分実用に耐えるといえる．また，暗号化を行っている ssh よ

ホスト OS とゲスト OS はともに Linux に限定されている．しかしながら，この論文で述

りも 25 倍も高速である．さらに，暗号化を行っていない rsh よりも高速である．これは，

べたホストコール，ゲストコール，OS 間通信の機能を提供することは，他の OS でも有効

実装に用いたソケットアウトソーシングが高速なためである．

であると思われる．これらの機能を他の OS で利用するためには，ソケットアウトソーシン
グにより OS 間通信機能が実現できればよい．

6. 関 連 研 究

MacOS X Classic 環境2) は，MacOS 9 用のプログラムを MacOS X 上で実行するため

VMware Workstation との比較については，2.4 節，および，5.1 節で述べた．VMware

の実行環境である．Classic 環境では，内部で MacOS 9 が動作することで，MacOS 9 プ

Workstation 同様に，ゲスト OS とホスト OS でファイル共有等の COP が動作する VMM

ログラムを MacOS X 上で実行することを可能にしている．MacOS 9 のプログラムから

としては，Sun Virtual Box 22) ，Connectix Virtual PC 4) 等多数存在する．これらの VMM

MacOS X のファイルやプロセスを自由にアクセスできることから，Classic 環境は，本研

と比較して本 CoKVM の特徴は，ゲストコールやホストコールにより COP が開発しやす

究で提案する協調型仮想計算機モニタの 1 つの実装といえる．しかし，Classic 環境は，OS

いことにある．また，多重 OS シェルにより VM 間の境界を意識させない利用方法も可能

の移行のために設計されているため，COP を開発するための仕組みが提供されていない．

になっている．

これに対して，この論文で述べた CoKVM は COP の開発が容易である．

CoLinux（Cooperative Linux）1) は，Windows，または，Linux をホスト OS として別
の Linux のイメージをゲスト OS として実行する．User Mode Linux 6) は，Linux をホス

7. お わ り に

ト OS として別の Linux のイメージをゲスト OS として実行する．CoLinux も，User Mode

従来の仮想計算機モニタは，その定義により複数の実行環境を隔離しなければならなかっ

Linux もホスト OS のファイルをゲスト OS から共有する機能がある．これらの仮想化技術

た．この論文では，その定義を見直し，協調型仮想計算機モニタを提案した．協調型仮想計

と比較して本 CoKVM の特徴は，ゲストコールやホストコールにより COP が開発できる

算機モニタでは，Cross-OS Program（COP）と呼ぶ，同一ハードウェアで実行される複数
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の OS をまたぐプログラムが動作する．COP の例としては，複数の OS をまたぐファイル
の参照やプログラムを実行するものがあげられる．COP を動作させるために，協調型仮想
計算機モニタは，ホストコール，ゲストコール，および，OS 間通信機能を提供する．
この論文では，Linux KVM を基に実現した協調型 VMM の一実装 CoKVM（Cooper-

ative KVM）について述べた．CoKVM では，アウトソーシングという手法によりホスト
OS の機能を利用して安全な OS 間通信機能を提供する．この機能を利用して，COP の 1 つ
である多重 OS シェルが動作している．多重 OS シェルを使うと，利用者は OS の境界を意
識しないでプログラムを実行したり，入出力のリダイレクトを行ったりすることができる．
この論文では，VMware Workstation 等の既存の仮想計算機モニタと比較することで，

CoKVM は，COP の開発が容易であることを示した．また，ゲスト OS のコマンドを実行
する場合，多重 OS シェルは，vmrun や ssh 等よりも優れた利用者インタフェースを提供
することを示した．実験でホスト OS からゲスト OS へのコマンドを実行する時間や OS 間
通信のスループットを測定した．その結果，多重 OS シェルと CoKVM は ssh よりも高速
であることが分かった．これらの実験結果は，多重 OS シェルと CoKVM に有用性がある
ことを示している．
今後の課題は，Linux 以外の OS で CoKVM を実現することである．特に，ゲスト OS と
して Windows を実行できるようにしたいと考えている．また，Linux KVM 以外の VMM
で協調型仮想計算機モニタを実装し，この論文で示したゲストコール，ホストコール，およ
び，OS 間通信機能という考え方と多重 OS シェルが仮想計算機モニタによらず有用である
ことを確認したい．
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