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Dependable Operating Systemの要件整理

P-Bus 2

要素技術の分類

• 故障 (Failure)
– 従来のディペンダビリティ

– ハードウェア、ソフトウェア

• 脅威 (Threat)
– アタック、ウィルス

• 電力消費 (Energy)
– 長時間バッテリ駆動、省電力

• 性能・実時間性 (Performance)
– マルチコア、並列分散

• 消費電力・発熱と性能

• マルチコア化

– 高周波数による性能向上から並列
処理による性能向上

例：SH-4Aマルチコア、MPCore、
モバイルPenryn、Griffin

• ネットワーク・ユビキタス化

– 無線LAN、アドホックネットワーク

– セキュリティ

組込み機器

Continuous Improvement 
through PDCA Cycle

Elemental 
Technology

System Architecture & 
Software Verification

D&M Process and 
O&M Process
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Dependable Operating Systemの要件整理

P-Bus 3

要素技術の分類

• 故障 (Failure)
– 従来のディペンダビリティ

– ハードウェア、ソフトウェア

• 脅威 (Threat)
– アタック、ウィルス

• 持続性

– ソフトウェアバグとの共生

バグが残ったままでのソフトウェ
ア運用および改良

– ハードウェアエラーとの共生

• 汎用性

– 組込みからサーバシステムまで
の共通基盤

システムアーキテクチャに求められる性質

• 拡張性

– 新機能追加

PDCAに合わせて新しい要素

技術をテスト、古い要素技術
を削除する機能

– 新規デバイスドライバ追加

生産時期による異なるデバイ
ス対応

• 電力消費 (Energy)
– 長時間バッテリ駆動、省電力

• 性能・実時間性 (Performance)
– マルチコア、並列分散

Linux カーネル 6バグ/1000行
A. Chou et al., “An Empirical Study of 
Operating System Error,” Proc. 18th 
ACM Symp. Operating System 
Principles (SOSP) , pp. 73-88,  2001.

Continuous Improvement 
through PDCA Cycle

Elemental 
Technology

System Architecture & 
Software Verification

D&M Process and 
O&M Process
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基本コンセプト： *-Proof

• ソフトウェア開発時

– ソフトウェアの安全性、耐故障性検証

• 実行時（deployment後）

– 故障の検知あるいは予測をし、故障回復、
故障隔離保証、モニタリング 、ロギング

P-Bus 4

deploy
Proof (検証、解析)

ソフトウェア

ソフトウェア開発時

保証, 耐性、モニタリング機構

実行時

• ソフトウェア開発時にソフトウェアの論理的機能、時間制約、脅威の可能性を検証あるいは解析し、実
行時に保証する

• 静的に検証・解析できない性質（予測不能性）は、実行時耐性機構により対処するとともにモニタリング

• ソフトウェア開発時にソフトウェアの論理的機能、時間制約、脅威の可能性を検証あるいは解析し、実
行時に保証する

• 静的に検証・解析できない性質（予測不能性）は、実行時耐性機構により対処するとともにモニタリング

P-Module 
(カーネルモジュール）

P-Application
（ミドル・アプリ）

Failure-proof

Threat-proof

Energy-waste-proof

Performance-degradation-proof
• ソフトウェア開発時

– アタック回避検証

• 実行時（deployment後）

– アタック回避保証

• ソフトウェア開発時

– 消費電力量解析、省電力復帰時間解析

• 実行時（deployment後）

– 持続システム保証

• ソフトウェア開発時

– 実時間性および性能解析

• 実行時（deployment後）

– 実時間性および性能保証
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*-Proof コンセプトの実現法

• 検証ツール開発

– ソフトウェアの論理的正しさの検証

– 時間制約の検証

– 消費電力見積もり

– 耐故障性検証

P-Bus 5

• OSカーネルモジュール管理機能開発

• PDCAを回すために、OS機能拡

張を実現するための機能

• 故障回復・隔離を支援するため
の故障・状態変化検知機能

• バグトラッキング

ソフトウェア開発時 実行時

deploy
Proof (検証、解析)

ソフトウェア

ソフトウェア開発時

保証, 耐性、モニタリング機構

実行時

• ソフトウェア開発時にソフトウェアの論理的機能、時間制約、脅威の可能性を検証あるいは解析し、実
行時に保証する

• 静的に検証・解析できない性質（予測不能性）は、実行時耐性機構により対処するとともにモニタリング

• ソフトウェア開発時にソフトウェアの論理的機能、時間制約、脅威の可能性を検証あるいは解析し、実
行時に保証する

• 静的に検証・解析できない性質（予測不能性）は、実行時耐性機構により対処するとともにモニタリング

P-Module 
(カーネルモジュール）

P-Application
（ミドル・アプリ）
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概念レベルアーキテクチャ

P-Bus 6

静的プログラム安全
検証ツール（型検
査・モデル検査）

静的WCET (Worst 
Case Execution 
Time) 検証ツール

静的WCAT (Worst 
Case Available 
Time) 検証ツール

プログラム

検証・解析ツール

プログラム

Runs on VM

検証・解析できない
不具合に関しては、
実行時にPolicy 
Moduleによって規

定される対処ポリシ
により、回復あるい
は回避される。

検証・解析できない
不具合に関しては、
実行時にPolicy 
Moduleによって規

定される対処ポリシ
により、回復あるい
は回避される。

デバイス
エラー

ハードウェア
エラー

logging

CPU周波数
変更

バッテリ切れ

チェックポイントリスタート
マルチコア
電力制御

プロセス移送

Policy Module

故障・状態変化検知
P-Modules

実時間
スケジューラ

回復・回避・モニタリングP-Modules

VM

耐フラジャイル通信

P-BUS (OS内部構造の抽象化＆モジュール間調停）

ソフトウェアエ
ラー

時間制約
違反

Fault Injection 
ツール

P-Modules
P-Applications

プログラム＋証明書

エラー隠ぺ
い アカウンティング
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開発体制

P-Bus 7

ディペンダブル組込みOS
研究開発センター

早稲田大学

筑波大学

慶応義塾大学

東京大学
情報基盤センター

CVSリポジトリ

東京大学
情報理工学系研究科

• プラットフォーム
• SH, Xscale(ARM), x86
• Linux 2.6.XX

• プラットフォーム
• SH, Xscale(ARM), x86
• Linux 2.6.XX

秋葉原駅徒歩1分
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ディペンダビリティ阻害要因と課題

P-Bus 8

運用環境
温度等、過負荷
誤入力

ハードウェア故障 ソフトウェアバグ
ソフトウェア発展

人的攻撃

仕様

設計

実装・単体テスト カーネル・アプリケーションモニ
タリング・ロギング、
静的駆動時間予測

Fault Injection Tool C言語プログラムの型検査・

モデル検査
静的最悪実行時間予測

C言語プログラムの型検

査・モデル検査（バッファ
オーバフロー）

実装・インテグ
レーションテスト

カーネル・アプリケーションモニ
タリング・ロギング

Fault Injection Tool C言語プログラムの型検査・

モデル検査

運用 機器モニタリング・ロギング機構、
故障検知、チェックポイント、マ
イグレーション、電源マネジメン
ト、無線LAN向け、アカウンティ

ング、負荷分散

機器モニタリング・ロ
ギング機構、故障検
知、Fail Over（ネット
ワーク＆CPU）

カーネル・アプリケーションモ
ニタリング・ロギング、アカウ
ンティング

カーネル・アプリケーショ
ンモニタリング

保守・更新 機器モニタリング・ロギング機構 機器モニタリング・ロ
ギング機構

PBUSによる機能拡張 セキュアローダ

佐藤G 佐藤G

前田G 前田G

前田G

中島G

中島G

中島G

中島G

中島G 中島G

中島G 中島G

中島G

中島G

石川G

石川G石川G

石川G

石川G

徳田G

徳田G
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ディペンダビリティ阻害要因と課題
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運用環境
温度等、過負荷
誤入力

ハードウェア故障 ソフトウェアバグ
ソフトウェア発展

人的攻撃

仕様

設計

実装・単体テスト カーネル・アプリケーションモニ
タリング・ロギング、
静的駆動時間予測

Fault Injection Tool C言語プログラムの型検査・

モデル検査
静的最悪実行時間予測

C言語プログラムの型検

査・モデル検査（バッファ
オーバフロー）

実装・インテグ
レーションテスト

カーネル・アプリケーションモニ
タリング・ロギング

Fault Injection Tool C言語プログラムの型検査・

モデル検査

運用 機器モニタリング・ロギング機構、
故障検知、チェックポイント、マ
イグレーション、電源マネジメン
ト、無線LAN向け、アカウンティ

ング、負荷分散

機器モニタリング・ロ
ギング機構、故障検
知、Fail Over（ネット
ワーク＆CPU）

カーネル・アプリケーションモ
ニタリング・ロギング、アカウ
ンティング

カーネル・アプリケーショ
ンモニタリング

保守・更新 機器モニタリング・ロギング機構 機器モニタリング・ロ
ギング機構

PBUSによる機能拡張 セキュアローダ

ネットワーク
セキュリティ
関連

抽象度を上げ
たP-Module
およびポリシ
モジュール記
述言語と検証
技術

ロバストファイルシステム
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研究テーマ

• 「P-BUS:OSモジュール管理機構によるディペンダビリティ支援」

– 石川 裕 （東京大学）

• 「高精度資源管理によるディペンダビリティ支援」
– 徳田 英幸 （慶應義塾大学）

• 「組込み向け仮想化技術によるディペンダビリティ支援」
– 中島 達夫 （早稲田大学）

• 「プログラム検証ツールによるディペンダビリティ支援」
– 前田 俊行 （東京大学）

• 「ディペンダブルOSを支援する並列システム構成法」
– 佐藤 三久 （筑波大学）

P-Bus 102008/04/08



Linux

P-Bus 設計思想

• 現在のLinuxの機能拡張

– カーネルと機能拡張

• 密なやりとり

– インタフェース

• 流動的

• 曖昧

• 限定的

• P-Bus
– カーネルと機能拡張コンポーネ

ントの切り分け

– カーネルインタフェースの抽象化
と明確化、拡張

– C言語機能の制限

e.g., アンバウンドなメモリアク

セスを制限

– これらにより、プログラム検証を
可能とする

2008/04/08 P-Bus 11

Linux

P-Bus Core

P-Bus
Components

ファイル
システム

デバイス
ドライバ

Kernel
Modules

スケジューラ
ファイル
システム

デバイス
ドライバ



P-Bus基本機構

• P-Bus Components
– P-Bus Component Interfaceの実装

– 機能拡張を提供

– システムの起動中の導入や削除、置換が可能

• P-Bus Core
– P-Bus Core Primitiveの実装

– P-Bus Component 用カーネルプリミティブを提供

– 単純かつ強力

• Componentとして可能な機能はComponentで
実現

• 静的プログラム安全検証のために

– P-Bus Component Interface仕様の形式的定義

– P-Bus Core Primitiveの形式的仕様記述

2008/04/08 P-Bus 12

Linux

P-Bus Core

スケジューラ
ファイル
システム

デバイス
ドライバ

P-Bus Component
Interface呼び出し

P-Bus Core
Primitive呼び出し

P-Bus Components



P-Bus Core

• P-Bus Core Objectの集合と定義

• P-Bus Core Object
– カーネルにおける抽象化された資源、機構に対応

– それぞれ対応するP-Bus Core Primitiveを提供

2008/04/08 P-Bus 13

P-Bus Core

Scheduler NetworkMemory
Mgt.

IO Process/T
hread

Device

Interrupt/
Syscall

Inter 
Kernel 

Comm..

User-
Kernel 
Comm.

Linux Kernel

CPU

まだ、Core Object集合は不完全（ex.ファイルシステム)



P-Bus Core Scheduler

• スケジューラとは
– 実行可能なスレッドのキュー(ランキュー)の管理

• あるアルゴリズムに従ってスレッドをランキューに入れる
• 現在のスレッドの実行を一旦止めて、あるアルゴリズムに従ってランキューから取り
出したスレッドを動かす

• プリミティブ
– ランキューの操作

• pbus_sched_add, pbus_sched_switch
– ランキューを操作するアルゴリズムの指定

• pbus_sched_register, pbus_sched_unregister, 
pbus_sched_select

• P-Bus Componentスケジューリングアルゴリズムインタフェース
– スレッドをランキューに入れる

• add_thread
– ランキューから次に実行すべきスレッドを取り出す

• switch_thread

2008/04/08 P-Bus 14



P-Bus Schedulerの実装

スケジューラアルゴリズム

P-Bus Core スケジューラ

P-Bus Core

P-Bus Component

P-Bus Component インタフェース呼び出し

Linux カーネル

P-Bus Core スレッド

->rt_priority, ->flagsなど

インライン関数またはマクロを利用

P-Bus Core プリミティブ呼び出し

schedule(), yield(), try_to_wakeup()など

バイナリパッチを適用

2008/04/08 15P-Bus



関連研究・システム (安全性・拡張性支援の観点から）

P-Bus 16

Micro Kernel

Applications

Disk
Drive

r

File 
Syste

m
Network
Driver

• OS機能毎に隔離可能

例：Mach, L4

マイクロカーネル

Virtual Machine Monitor
+

Secure Modules

Guest OS Guest OS

Applications Applications

Policies

• ゲストOS全体を隔離

• セキュリティをVMで実現

例：加藤和彦、「高セキュリティ
機能を実現する次世代OS環
境の開発」

バーチャルマシンモニタ

• デバイスドライバの不具合に
のみ注目したOS構成

例：NOOK

デバイスドライバ

• 安全言語用ランタイム上にOS
機能を実現

例：Modula-3&SPIN, 
Micro Soft社：Sing# 
&singularity OS

プログラミング言語

Micro Kernel
Process Mgr., Heap, Security, Directory,

Scheduler, Page Mgr., I/O Mgr.
HAL

(Hardware Abstract Layer)
Language Runtime 

&GC

Plug-Ins

Libraries

Runtime
&GC

Applications

Libraries

Runtime
&GC

Device
drivers

Libraries

Runtime
&GC

• モデル検査によるデバイス、ファイ
ルシステム検証

• アノテーションとツールによる検証

• Deputy, Linux Annotation

プログラム検証

2008/04/08



関連研究・システム (安全性・拡張性支援の観点から）
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Micro Kernel

Applications

Disk
Drive

r

File 
Syste

m
Network
Driver

• OS機能毎に隔離可能

例：Mach, L4

マイクロカーネル

Virtual Machine Monitor
+

Secure Modules

Guest OS Guest OS

Applications Applications

Policies

• ゲストOS全体を隔離

• セキュリティをVMで実現

例：加藤和彦、「高セキュリティ
機能を実現する次世代OS環
境の開発」

バーチャルマシンモニタ

• デバイスドライバの不具合に
のみ注目したOS構成

例：NOOK

デバイスドライバ

• モデル検査によるデバイス、ファイ
ルシステム検証

• アノテーションとツールによる検証

• Deputy, Linux Annotation

プログラム検証

• 安全言語用ランタイム上にOS
機能を実現

例：Modula-3&SPIN, 
Micro Soft社：Sing# 
&singularity OS

プログラミング言語

Micro Kernel
Process Mgr., Heap, Security, Directory,

Scheduler, Page Mgr., I/O Mgr.
HAL

(Hardware Abstract Layer)
Language Runtime 

&GC

Plug-Ins

Libraries

Runtime
&GC

Applications

Libraries

Runtime
&GC

Device
drivers

Libraries

Runtime
&GC

P-BUSアプローチ

•安全性：プログラムの安全性を検証したモジュール
•拡張性：動的ローダブルモジュールと拡張可能API
•汎用性：Linux上に構築

2008/04/08



まとめ

• 新たなる課題
– 製品ライフサイクルにおける開発のPDCA

を回すための支援

– オープンソフトウェアとの共生

– マルチコア化、消費電力・発熱、ネットワー
ク・ユビキタス化

• 我々のアプローチ
– 開発時ソースプログラムレベル検証支援

– OS拡張機能提供

– OSによる実行時モニタリング・故障隔離・

回復機構提供

P-Bus 18

基本コンセプト： *-Proof

• ソフトウェア開発時

– ソフトウェアの安全性、耐故障性検証

• 実行時（deployment後）

– 故障の検知あるいは予測をし、故障回復、
故障隔離保証、モニタリング、ロギング

2007/11/25:11:40版 The University of Tokyo 9

deploy
Proof (検証、解析)

ソフトウェア

ソフトウェア開発時

保証, 耐性、モニタリング機構

実行時

• ソフトウェア開発時にソフトウェアの論理的機能、時間制約、脅威の可能性を検証あるいは解析し、実
行時に保証する。

• 静的に検証・解析できない性質（予測不能性）は、実行時耐性機構により対処するとともにモニタリング。

P-Module 
(カーネルモジュール）

P-Application
（ミドル・アプリ）

Failure-proof

Threat-proof

Energy-waste-proof

Performance-degradation-proof
• ソフトウェア開発時

– アタック回避検証

• 実行時（deployment後）

– アタック回避保証

• ソフトウェア開発時

– 消費電力量解析、省電力復帰時間解析

• 実行時（deployment後）

– 持続システム保証

• ソフトウェア開発時

– 実時間性および性能解析

• 実行時（deployment後）

– 実時間性および性能保証

概念レベルアーキテクチャ
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静的プログラム安全
検証ツール

静的WCET (Worst 
Case Execution 
Time) 検証ツール

静的WCAT (Worst 
Case Available Time) 
検証ツール

プログラム

検証・解析ツール

プログラム

Runs on VM

検証・解析できない
不具合に関しては、
実行時にPolicy 
Moduleによって規
定される対処ポリシ
により、回復あるい
は回避される。

デバイス
エラー

ハードウェア

エラー

logging

CPU周波数
変更

バッテリ切れ

チェックポイントリスタート
マルチコア

電力制御

プロセス移送

Policy Module

故障・状態変化検知

実時間

スケジューラ

回復・回避・モニタリングP-Modules

VM

耐フラジャイル通信

P-BUS (OS内部構造の抽象化＆モジュール間調停）

ソフトウェアエ
ラー

時間制約
違反

Fault Injection 
ツール

P-Modules
P-Applications

プログラム＋証明書

エラー隠ぺい

アカウンティング

P-Busの仕様は、４月１６日（水）下記ＵＲＬから公開予定
http://www.dependable-os.net/

2008/04/08
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