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1 概要

BitVisor は、ストレージメディア、および、ネットワーク接続の両方に対してデータの暗号化を提

供し、コンピュータシステムの安全性を強化する仮想マシンモニタ （セキュア VMM） である。 VMM 

として実装することにより、オペレーティングシステム (OS) (Windows, Linux など) やアプリケーショ

ンソフトウェアに依存しない情報漏えい対策が可能となる。

BitVisor は、準パススルー型アーキテクチャを採用しており、セキュリティ機能を実現するため

に必要となる I/Oだけを監視・仮想化しているため、効率の良いデータ処理を可能にしている。

1.1 特徴

• パスワード、または、 IC スマート

カードによる起動時の認証を提

供

• 内蔵ハードディスク、USB スト

レージ、CD／DVD メディア等の

記憶メディアに対するデータの暗

号化／復号化機能を提供

• 仮想プライベートネットワーク 

(VPN） への強制接続を提供　(ク

ライアント側のアプリケーションは

不要) 

• ユーザに対しては VMM の存在

を意識させることなく、透過的に

セキュリティ機能を提供 

• ゲスト OS が異なるものであっても、同じ設定が可能（インストール方法は別個）

BitVisor は、CPU の仮想化支援機構を使ってこれらの機能を提供しているため、より高速な 

 I/O処理を可能にしている。

IGEL Co., Ltd. 1
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2 システム要件

BitVisor の求めるシステム要件は以下である。

2.1 コンパイルシステムの要件

• C言語コンパイル環境（必須）

◦ Fedora 7, Debian GNU/Linux 4.0 推奨

◦ 64-bit システムの場合、64-bit コンパイル環境が必要

• Linux kernel tar archive 、または、インターネットへのアクセス環境 (アーカイブのダウン

ロード用)

• 必要なコンパイルツールの詳細については、「第 5章：コンパイル」を参照

2.2 ターゲットシステムの要件

• 32-bit または 64-bit Intel® VT、 または、 AMD-VTM1 ハードウェア仮想化支援機構を有

する CPU 、および、それをサポートする BIOS

• 128MB のシステムメモリ （ゲスト OS、および、アプリケーションの必要とするメモリとは別）

• 32-bit ゲスト OS

◦ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Fedora 7, Debian GNU/Linux 4.0 推奨

• PS/2 キーボード (高度なデバッグ作業にのみ必要 )

2.3 ターゲットシステムでサポートされるデバイス

暗号化機能は、以下のハードウェア環境に対してサポートされる。

• EHCI/UHCI USB ホストコントローラ

• PATA/SATA/ATAPI ディスクドライブ

• Intel PRO 100/1000 シリーズ NIC 

◦ 82566MM ギガビットネットワーク

◦ 82566DC ギガビットネットワーク

◦ 82567LM ギガビットネットワーク

◦ 82572EI ギガビットイーサネットコントローラ

◦ 82562V-2 10/100 ネットワーク

• RealTek RTL 8169 NIC

◦ RTL8111/8168B PCI Express ギガビットイーサネットコントローラ

• SCR3310, SCR331FI-NTTCOM2 IC カードリーダ

1 AMD-VTM のサポートは試験的に行われている

2 非接触系のスマートカード機能を使用するには、別途カスタムファームウェアが必要である

IGEL Co., Ltd. 2
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• RS-232 シリアルポート (デバッグ用)

IGEL Co., Ltd. 3
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3 ダウンロード

BitVisor のソースコードは、 http://sourceforge.net/projects/bitvisor/ から入手が可

能である。ソースコードのアーカイブファイルをダウンロードするには、十分な空き容量を必要とす

る。アーカイブの展開は、以下のコマンドで行う：

　　ここで、bitvisor-1.0.1.tar.bz2 は、 BitVisor のソースアーカイブファイルである。

展開されると、以下のディレクトリ構造が構築される。

BitVisor の使用に関しては、 /boot サブツリーの部分が必要であり、その他のディレクトリは、

開発のために必要なものである。

IGEL Co., Ltd. 4

$ tar xjf bitvisor-1.0.1.tar.bz2

/
+---boot #設定と起動データ
|    +---login #ICスマートカードの認証
|    +---login-simple #パスワードの認証
|    +---loader #ブートローダ
+---core #BitVisorコアソースファイル
+---crypto #暗号ルーチンファイル
+---drivers #デバイスドライバソースファイル
+---idman #ICスマートカードドライバソースファイル
+---include #共通 includeファイル
+---storage #ストレージデバイスの抽象化
+---vpn #VPN接続ソースファイル

http://sourceforge.net/projects/
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4 設定

BitVisor は、各種ストレージデバイスの暗号化と VPN接続のために、事前に適切な設定をする

必要がある。設定ファイルのテンプレート bitvisor.conf.tmpl は、ソースツリーの /boot 
ディレクトリの login、および、login-simple/conf サブディレクトリから入手することができ、

これらのファイルは bitvisor.conf へコピーしてから、必要な設定作業をする。

BitVisor を利用するための認証として、パスワード、または、IC スマートカードがサポートされて

いる。BitVisor を利用するにはこれら２つのどちらかを設定し、コンパイルする必要がある。

4.1 パスワード認証の設定

BitVisor により保護されるシステムに、パスワードを用いてアクセスする場合には、 login-
simple ライブラリを設定する必要がある。これは、 BitVisor ソースツリーのサブディレクトリの 

boot/login-simple から入手できる。

このファイルをデフォルトのまま使うと、 BitVisor のインストールテストをすることができるが、この

場合、セキュリティ機能はどれも無効である。 

4.2 IC スマートカード認証の設定

BitVisor により保護されるシステムに、ICスマートカードを用いてアクセスする場合には、 

login ライブラリを設定する必要がある。これは、 BitVisor ソースツリーの boot/login/conf 
サブディレクトリから入手できる。

IC スマートカードを使用する場合は、以下のフィールドを設定する必要がある。

上記の<IC card authentication certificate file>は、IC スマートカードに使

われている X.509認証証明書に署名した 認証局(CA) によって提供されるものである。 IC スマー

トカード、および認証についての追加情報は第8章5項： 「IC スマートカードデータ」 を参照。

上記の設定で、BitVisor のインストールテストをすることができるが、この場合、セキュリティ機能

はどれも無効である。 

4.3 BitVisor ブートローダ

BitVisor ブートローダを使用する場合は、以下のオプションを bitvisor.conf 設定ファイル

に設定する必要がある。

IGEL Co., Ltd. 5

idman.pkc01File=<IC card authentication certificate file>
idman.randomSeedSize=128
idman.maxPinLen=16
idman.minPinLen=16
idman.authenticationMethod=PKI

vmm.boot_active=1

注: 設定情報は BitVisor パスワード認証、または、IC スマートカード認証

ファイルと共にコンパイルする必要がある。 設定を変更する場合は、これらの

ファイルは再コンパイル、および、再インストールする必要がある。
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このオプションを設定することにより、 BitVisor はシステム上で最初に見つけたブート可能 な

パーティションから自動起動する。

4.4 更なる設定

 設定に関する更なる情報は、第8章の 「管理」 を参照する。利用可能な設定コマンドについ

ては、別表 B の 「BitVisor の設定」 に一覧を掲載している。

IGEL Co., Ltd. 6
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5 コンパイル

BitVisor を利用するには以下のファイルを生成する必要がある。

• BitVisor のメインバイナリ　：　bitvisor.elf
• 認証ファイル （パスワード認証、または、ICスマートカード認証を選択）：

module1.bin, module2.bin （パスワード認証用）

vmlinux, initrd.img (IC スマートカード認証用）

• BitVisor ブートローダ （BitVisor ブートローダを使う場合）

第2章の 「システム要件」 で定義されているコンパイルシステムの要件に加えて、 BitVisor コ

ンポーネントのコンパイルには、以下のツールが必要となる。

• gcc
• binutils
• GNU make 

    gcc コンパイラに関する情報は http://gcc.gnu.org/ を参照。

    GNU make に関する情報は http://www.gnu.org/software/make/ を参照。

5.1 BitVisor のコンパイル

(すでにコンパイルされているバイナリバージョンの BitVisor を有する場合は、設定データファイ

ルのコンパイルのために、次章5.2 「設定のコンパイル」 へ進む)

BitVisor のコンパイルには、以下のパッケージが必要である。

<RedHat ユーザ>

• libusb-dev パッケージ

• libssl-dev パッケージ

<Debian ユーザ>

• libusb-devel パッケーｼﾞ

• openssl-devel パッケージ

libusb パッケージに関する情報は http://www.linux-usb.org/ を参照

libssl/openssl パッケージに関する情報は http://www.openssl.org/ を参照

BitVisor バイナリ bitvisor.elf は、以下の方法で生成される。

上記は、デフォルト設定のコンパイルである。また、

IGEL Co., Ltd. 7
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は、デフォルト設定を変更する場合のコンパイルである。

  ほとんどの設定は、デフォルト値で十分のはずであるが、コンパイルの設定に関する詳細は、別

表 Aの 「コンパイル時の設定」 の章で述べている。

5.2 設定のコンパイル

5.2.1 パスワード認証の場合

login-simple ソースファイルは、 boot サブディレクトリの下にあり、 make コマンドを使っ

てコンパイルすることができる。

コンパイル中にプロンプトが出たら、BitVisor のブート時に使用するパスワードを入力

する。

コンパイルが問題なく完了すると、 module1.bin および module2.bin という 2つのファイ

ルが作成されている。これらのファイルは BitVisor のインストール作業時に使用される。

5.2.2 IC スマートカード認証の場合

login ソースファイルは、 boot サブディレクトリの下にあり、makeコマンドを使ってコンパイ

ルすることができる。

コンパイルが問題なく完了すると、 vmlinux および initrd.gz の 2つのファイルが作成さ

れている。これらのファイルは BitVisor のインストールプロセスで使用される。

5.3 BitVisor ブートローダのコンパイル

BitVisor ブートローダは、システムに電源が入れられるたびに 自動的に BitVisor を読み込む

方法を提供する。また、 GRUB のようなサードパーティのブートローダを使うと、システムの起動の

たびに、 BitVisor を読み込むか、他OS を起動するか、選択することが可能となる。

bootloader ソースファイルは、 boot/loader サブディレクトリの下にあり、 make コマンド

を使ってコンパイルすることができる。

IGEL Co., Ltd. 8

$ cd bitvisor-1.0.1
$ make config
$ make

Enter Password: <my password>

$ cd boot/login-simple
$ make

$ cd boot/login
$ make

$ cd boot/loader
$ make
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コンパイルが問題なく完了すると、 bootloader ファイルが作成されている。このファイルは 

BitVisor のインストール作業時に使用される。

IGEL Co., Ltd. 9
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6 インストール

BitVisor のインストールは、第 2章 「システム要件」 に述べられている要件を満たすシステムに

対して行うことができる。ここでいうインストールには、必要なハードウェア機能を有効にし、適切な

設定のブートローダをインストールすることを含む。

6.1 BIOS の VT設定の確認

BitVisor を利用するには、 BIOS の Virtualization Technology (VT) が有効である必要がある。 

BitVisor をインストールする前に、 BIOS の設定でこの機能が有効になっていることを確認する。

6.2 ブートローダのインストール

使用するゲスト OS の種類によって、ブートローダは選択される。以下に、必要なブートローダの

インストールについて記す。

6.2.1 GRUB for DOS を使用する場合 （Windows のみ）

BitVisor を起動するには、Windows のデフォルトのブートローダである NTLDR に加えて、

GRUB4DOS を必要とする。 NTLDRは、 BitVisor を直接起動することはできないが、GRUB4DOS 

ブートローダを起動することができるため、 GRUB4DOS を使って BitVisor を起動することが可能

である。 GRUB4DOS のインストールに関する説明、および、必要ファイルに関しては、下記で参照

できる。 http://sourceforge.net/projects/grub4dos/
GRUB for DOS の設定の前に、 BitVisor のバイナリ ( bitvisor.elf ) と、認証用の設定

ファイル (パスワード認証のための module1.bin および module2.bin 、 IC スマートカード

認証のための vmlinux および initrd.gz ) は、 BitVisor を起動させるシステムのハードドライ

ブにコピーされている必要がある。将来、設定を容易にアップデートするため、特定しやすいパス 

(例えば /bvboot など) にコピーすることが推奨される。

GRUB4DOS を設定する際は、 GRUB4DOS のブートメニューをコントロールする menu.lst 
ファイルの最後に、以下を加える必要がある。

ここで、 <device>  とは、 BitVisor ファイルがインストールされているデバイス名を指しており (例

えば、システムの第 1 ドライブの第 1 パーティションにある場合 hd0, 0)、  <bvboot>  は、 

BitVisor ファイルへのパスを指す。 <module1> および<module2> は、認証用の設定ファイルのこと

である ( module1.bin および module2.bin であればパスワード認証、 vmlinux および 

initrd.gz であれば ICスマートカード認証)。

6.2.2 レガシーGRUB を使用する場合 （Linux のみ）

 Linux ユーザの多くは、マルチブートをサポートする GRUB を使用することが可能である。ここ

では、 GRUB ブートローダの旧版 （ 0.9x 以下のバージョン） に必要とする設定について記す。

IGEL Co., Ltd. 10

title BitVisor
root <device>
kernel <bvboot>/bitvisor.elf
module <bvboot>/<module1>
module <bvboot>/<module2>

http://sourceforge.net/projects/
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レガシーGRUB の設定の前に、BitVisor のバイナリ ( bitvisor.elf ) と、認証用の設定ファ

イル (パスワード認証のための module1.bin および module2.bin 、ICスマートカード認証

のための vmlinux および initrd.gz ) は、インストールする PC のハードドライブの /boot 
ディレクトリへコピーされている必要がある。更に、 GRUB の設定に使う menu.lstファイルの最

後に、以下を加える必要がある。

ここで、 <device> とは、 BitVisor ファイルがインストールされているデバイス名を指しており (例

えば、システムの第 1 ドライブの第 1 パーティションにある場合 hd0, 0)、 <module1> および 

<module2> は、認証用の設定ファイルのことである ( module1.bin および module2.bin は

パスワード認証、 vmlinux および initrd.gz は IC スマートカード認証のため) 。

6.2.3 GRUB2 を使用する場合 （Linux のみ）

GRUB2の設定の前に、必要な BitVisor のバイナリ ( bitvisor.elf ) と、認証用の設定ファ

イル (パスワード認証のための module1.bin および module2.bin 、ICスマートカード認証

のための vmlinux および initrd.gz ) は、インストールする PC のハードドライブの /boot 
ディレクトリへコピーされている必要がある。更に、 GRUB2 の設定に使う grub.cfg ファイルの最

後に、以下を加える必要がある。

ここで、<device> とは、 BitVisor がインストールされているドライブを指しており (例えば、システ

ムの第 1 ドライブの第 1 パーティションにある場合 hd0, 0)、 <module1> および <module2> は認

証用の設定ファイルのことである ( module1.bin および module2.bin はパスワード認証、 

vmlinux および initrd.gz は IC スマートカード認証のため)。

6.2.4 BitVisor ブートローダを使用 する場合 （Windows もしくは Linux カスタム設定）

BitVisor ブートローダをインストールするには、 BitVisor と BitVisor ブートローダをインストール

するための未フォーマットの領域を確保する必要がある。この領域を確保するために、既存のドライ

ブ上のパーティションを縮小させる必要がある。通常、これはドライブマネージメントツール、あるい

は Windows ディスク管理ユーティリティで対応できる。 BitVisor と BitVisor ブートローダは 20MB 

程度のサイズであるが、インストール領域として少なくとも 50MB 程度の空き領域を確保することが
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menuentry "BitVisor" {
insmod ext2
set root=<device>
multiboot /boot/bitvisor.elf
module /boot/<module1>
module /boot/<module2>

}

title BitVisor
root <device>
kernel /boot/bitvisor.elf
module /boot/<module1>
module /boot/<module2>
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推奨される。

BitVisor ブートローダを正しい場所へインストールするには、確保された領域の先頭の LBA ア

ドレス （または、セクタアドレス） を、インストールスクリプトに指定する必要がある。

GRUB とは違い、 BitVisor ブートローダは BitVisor のみを起動する。そのため、ゲスト OS を

起動するには、下記のオプションを bitvisor.conf 設定ファイルに設定する必要がある。

このオプションにより、 BitVisor が起動された後に、直ちにシステム上で見つけられる最初の起

動可能なブートセクタ （または VBR : Volume Boot Recorder） が連鎖起動される。 例えば、Linux 

と Windows のデュアルブートシステムでは、起動する OS を選択する必要があるため、 

vmm.boot_active=1 の設定が必要である。(vmm.boot_active=0 の場合、BitVisor の

起動後に MBRを起動し、再び BitVisor が起動することになる）

また、インストールスクリプトは Linux のコマンドラインからのみ実行できるため、ブートローダを 

Windows 環境にインストールする際は、下記の要件がある。

以上を踏まえた上で、使用中の PC に BitVisor ブートローダをインストールするには、BitVisor 

ソースツリーの boot/loader ディレクトリより 、以下を実行する。

ここで、コマンドラインパラメータは以下である。
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vmm.boot_active=1

ゲスト OS が Windows の場合

Windows PC に BitVisor ブートローダをインストールする際、 Linux シェルへのアクセ

スが必要である。このためには、 Linux ブート CD、またはブート可能なセカンダリハードド

ライブ （またはその他記憶媒体） を用意する必要がある。インストールスクリプト、および、

必要なインストールファイルが Linux のコマンドプロンプトから見えるようになると、 

BitVisor ブートローダをインストール可能となる。ブートローダのインストールが完了すると、

この Linux 環境は不要となる。

ゲスト OS が Linux の場合

Linux ブートローダ (GRUB または LILO) は、通常、ステージ１ブートローダはマスター

ブートレコード (MBR) 内にインストールされているため、 BitVisor によって自動起動するこ

とができない。 vmm.boot_active=1 設定で、Linux を起動するには、 Linux ステージ

1 ブートローダはデフォルト設定の MBRではなく、ドライブ上のブートセクタ (または 

Volume Boot Record ) にインストールされている必要がある。詳細については、そのブート

ローダに関する資料を参照とする。

$ install.sh
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install.sh スクリプトは、 BitVisor ファイルから必要な設定データをハードドライブに書き

込み、 BitVisor ブートローダをマスターブートレコード (MBR) にインストールするためのスクリプト

である。 コマンドラインパラメータの loader, elf,  module1 および module2 は、 

bootloader, bitvisor.elf, 各種設定ファイル（パスワード認証のための module1.binお

よび module2.bin 、 IC スマートカード認証のための vmlinux および initrd.gz ） へのパ

スを指定している 。

deviceパラメータは、設定データがどのドライブに収められるかを指定するもので、 lba1 お

よび lba2 パラメータは、設定データがドライブのどこに属するかを指定するものである。 lba1 は

通常0 として指定 （MBR を指す） し、それによってブートローダはブートアップ時に起動する。一

方、 lba2 は BitVisor の設定データを収容する未フォーマットディスク領域の lba アドレス （また

はセクタアドレス） を指している。

install.sh スクリプトは、lba2 の指定するデバイスアドレスに保存されているあらゆるデー

タを上書するため、意図的に書き込むことを喚起する意味で、オプション “-f”  が用意されてい

る。このオプションを付加せずに実行すると、書き込みのためのチェック （BitVisor の存在を確認す

る） とともに、書き込みが実施される。（オプション ”-f” は、初回のインストールで使われることを

想定している）

TBD: bootloaderusb
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usage: ./install.sh [-f] device lba1 lba2 loader elf module1 
module2

-f first time (do not check existing data)
device write to device (ex. /dev/sda)
lba1 install a boot record to device's lba1 

(0 for MBR)
lba2 install images to device's lba2
loader /path/to/bootloader
elf bitvisor.elf
module1 login program (vmlinux)
module2 login data (initrd)



BitVisor1.1 リファレンスマニュアル Ver. 1.0
　

7 基本操作

インストールに使用されたブートローダによって、電源投入後の最初の起動画面は多少異なる 

（BitVisor ブートローダがインストールされた場合は、最初の起動時スクリーンは回避され、ログイン

スクリーンが表示される）。 GRUB ブートローダスクリーンでは以下のように表示される。

BitVisor が起動すると、ログイン画面が表示される。ここでは、ログインパスワード ( 

module1.bin および module2.bin のコンパイル時に設定したもの)、もしくは、ICスマート

カード の PIN 番号を入力する 。

BitVisor が起動されると （BitVisor vmm.boot_active=1 という設定が BitVisor の設定

ファイルにある場合）、 ゲスト OS が自動的に起動するか、再度 GRUB ブートメニューが表示され

る。 GRUB ブートメニューが表示された際には、ユーザは一覧から希望するゲスト OS を選択する。

以上の操作によって、システムは BitVisor により保護された状態となる。
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8 管理

8.1 概要

ここでいう BitVisor の管理作業とは、設定ファイル： bitvisor.conf に対する適切な値を指

定すること、および、ログイン時の認証方法（パスワード認証、もしくは、 ICスマートカード認証）に

より、それらの設定ファイル（module1.bin および module2.bin 、もしくは、 vmlinux  およ

び initrd.gz） の再コンパイルを必要に応じて行うことなどである （コンパイル作業の詳細に関

しては、第5章 ： 「コンパイル」を参照とする）。 IC スマートカードを使用する際には、カードに内

蔵されるデータを設定するため、別途ユーティリティを必要とする。 IC スマートカードの設定に関

する詳細については、第8章5項の 「IC スマートカードデータ」 に記す。

設定やコンパイル作業に使われるシステムには、 BitVisor がインストールされている必要はな

い。設定やコンパイル作業を特定の１台で実施し、それを複数のターゲットコンピュータに適用し、

保護することが可能である。その際、ターゲットとなるコンピュータは同様の構成である必要がある 

（特にハードドライブの設定に関して） が、インストールする全てのコンピュータが新規であり、初期

化するのに同じドライブイメージが使用できるのであれば、この作業は容易なはずである。ここに提

示されている設定に関する更なる詳細については別表 B： 「BitVisor の 設定」 を参照する。

8.2 BitVisor 機能を有効／無効にする

BitVisor の様々なセキュリティ機能を有効にするには、 BitVisor 設定ファイルの vmm セクショ

ンを有効にする必要がある。詳細は、別表 B.4項 「仮想マシンの設定」 を参照する。

8.3 ストレージデバイスの暗号化

bitvisor.conf  設定ファイル内のストレージデバイスの暗号化の部分には、ストレージデバ

イスの暗号化方法が記されている。この部分の設定は、すべて “storage” というキーワードで始ま

る。

ストレージデバイス上のデータを暗号化するには、以下の情報が必要となる。

• 暗号化鍵

• デバイスタイプ

• 暗号化するデバイス領域

現在、 BitVisor は AES-XTS 暗号化を 256-bit 鍵でサポートしている。暗号化鍵はユーザの希

望する手段で生成できる。鍵は、パスワードによる認証であれば、ディスク上のファイルとして保存

しておくことができる。また、ICスマートカードによる認証であれば、ICスマートカードに保存してお

くことも可能である。IC スマートカードを使用する場合は、ICスマートカードに暗号化鍵を保存して

おくことが推奨される。

暗号化鍵のロケーションは、以下のように指定される：

複数のドライブを暗号化する場合は、複数の鍵を指定することもできる。

 <keynum> は、使用されている鍵を区別するための整数（”０” から始まる）である。

暗号化されるべきドライブ毎に、いくつかのフィールドを指定する必要がある。複数のストレージ

デバイスを暗号化するために、暗号化鍵フィールドにはどのデバイスに対する設定かを特定するた
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storage.encryptionKey<keynum>.place
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めの ”0” から始まる整数を指定する。

ここで、keyindex は、ストレージデバイスの使用する暗号化鍵の <keynum> に対応している。

現在サポートされている設定は、AES-XTS 暗号化 256bit 鍵のみのため、crypto_name および 

keybits には、”aes-xts” および “256” が記される。

暗号化するデバイスは、以下により示される：

typeで、ATA、ATAPI、USB、AHCI、または、AHCI_ATAPI のいずれかを指定する。

host_id および device_id では、具体的なデバイスを指定する。 host_id では、コントロー

ラーが primaryであれば “ 0”, secondaryであれば “1”  となり、 device_id では、そのデバイス

が “0” で master, “1” で slave を示すことになる。 USB で接続しているストレージデバイスに関し

ては、使用されているポート、および、デバイスのつながっている順番によって、これらの値は変更

される。 USB 接続デバイスに関しては、 device_id および host_id は、あらゆるホストに対す

る設定 (any) の意味で、  ”-１” が推奨される。

デバイスの暗号を有効にするには、設定ファイルの vmm セクション内で、適当な BitVisor ドラ

イバが有効にされなくてはならない。

vmm.driver.ata は、ATA, AHCI, ATAPI, および AHCI_ATAPIの設定に対応しており、

vmm.driver.usb.uhci/ehci は、 USB 1.1 および USB 2.0 に対応している。

デバイスが特定されると、そのデバイス内のどの領域を暗号化するかは、ドライブ上の LBA  (セ

クタ) の始点と終点により指定される。

8.3.1 ドライブ上の既存データの暗号化

BitVisor は、暗号化されているドライブに書き込む際に、データを暗号化する。従って、使用す

る前に、暗号化されたドライブはフォーマットされている必要がある。もし、ドライブ上にすでにデー

タが存在し、ユーザがそれを暗号化したい場合は、 BitVisor がインストールされた後に、その情報
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vmm.driver.ata
vmm.driver.usb.uhci
vmm.driver.usb.ehci

storage.conf<num>.type
storage.conf<num>.host_id
storage.conf<num>.device_id

storage.conf<num>.lba_low
storage.conf<num>.lba_high

storage.conf<num>.keyindex
storage.conf<num>.crypto_name
storage.conf<num>.keybits
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を暗号化されていない記憶デバイスから BitVisor により暗号化されたデバイスへコピーしなくては

ならない。

8.4 暗号化されたネットワーク接続のセットアップ

BitVisor は、ゲスト OS と物理ネットワークとの間のインターフェースとして機能する。それは自

身とゲスト OS との間に仮想ネットワークを作り、この仮想ネットワークと外部の物理ネットワークとの

間のゲートウェイとして機能することである ( 図１を参照 )。  BitVisor を設定する際には、仮想ネッ

トワークと物理ネットワークの両者のネットワークパラメータを指定する必要がある。ここでは、仮想

ネットワークは 「ゲスト」 領域、そして物理ネットワークは 「ホスト」 領域とする。ここでの設定は、す

べて  ”vpn” というキーワードで始まる。

VPN にアクセスするには、以下のいずれかの設定によって、ターゲットシステム上の適切な NIC

ドライバを有効にする必要がある。

BitVisor は、以下の設定によって、３つあるネットワークトラフィックの暗号化状態のいずれかと

なる。

 ”mode” に、 “L2Trans” および “L3Trans” が指定されると、テスト用の透過なレイヤ2お

よびレイヤ3状態となる。 “L3IPsec” が指定されると、 BitVisor は IPSec データ転送の接続状

態となる。

BitVisor は、 IPv4 および IPv6 IPSec接続をサポートしている。これらは、設定名が下記のよう

に “V4” か “V6” かによって区別され、 TRUE値 （ “TRUE” もしくは “FALSE” ） の設定によっ
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vpn.modevmm.driver.vpn.PRO100
vmm.driver.vpn.PRO1000
vmm.driver.vpn.RTL8169

Figure 1: BitVisor セキュアネットワーク接続

vpn.mode
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て、有効／無効にすることができる。

8.4.1 仮想ネットーワークの詳細

BitVisor は、自身とゲスト OS との間に仮想ネットワークを生成する。このネットワーク上では、 

BitVisor は DNS (RA) サーバーとして機能し、以下のパラメータでゲスト OS を設定する。

仮想ネットワークの設定のため、vpn.guestVirtualGatewayIpAddressV4(V6) は必

ず vpn.guestIpAddressV4(V6) と同じサブネット上に存在しないといけないということを除き、

比較的任意に設定することができる。 

また、物理インターフェースも BitVisor の設定ファイルに静的に設定されなくてはならない。こ

れは、 BitVisor が DHCP や RA クライアントを持たないためである。物理インターフェースは、以

下によって、しかるべき値が設定される。

VPNに接続するためには、以下の設定も必要である。

 vpn の設定が正しく実装されると、ゲスト OSから送られるパケットは以下の手順により送信される。

1. ゲスト OS がパケットをデフォルトゲートウェイへと転送

　　　vpn.guestVirtualGatewayIpAddressV4(V6)
2. BitVisor がパケットを暗号化して、以下へと転送を試みる　　

　　　vpn.vpnGatewayAddressV4(V6)
3. vpn.vpnGatewayAddressV4(V6) が、 vpn.hostIpAddresssV4(V6) と異なるサ

ブネットに存在する場合、 BitVisor は vpn.hostIpDefaultGatewayV4(V6) 経由でアク

セスを試みる

4. パケットは vpn.hostIpDefaultGatewayV4(V6) で復号され、送信先へ
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vpn.guestIpAddressV4(vpn.guestIpAddressPrefixV6)
vpn.guestIpSubnetV4(vpn.guestIpAddressSubnetV6)
vpn.guestMTU(V6)
vpn.guestVirtualGatewayIpAddressV4(V6)

vpn.hostIpAddresssV4(V6)
vpn.hostIpSubnetV4(vpn.hostIpAddressSubnetV6)
vpn.hostMtuV4(V6)
vpn.hostIpDefaultGatewayV4(V6)

vpn.vpnGatewayAddressV4(V6)

vpn.bindV4(V6)
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8.4.2 VPN 接続の詳細

BitVisor は、 ESP暗号化による IPSec トンネル接続をサポートするが、トランスポート接続をサ

ポートしていない。BitVisor は、IPSec接続を確立するために、ISAKMPを使って、2つのフェーズ

で暗号鍵を交換する。

Phase I認証は、以下で指定されている 事前共有鍵 、または、 ID証明書

で行われる。 “Password” が設定されると事前共有鍵認証を示し、 “Cert” が設定されると

X.509 証明書を使った認証を示す。事前共有鍵認証関連の設定は、

であり、X.509 証明書の認証は、

である。

vpn.vpnCertFileV4(V6) は、 X.509証明書 を含むファイル名であり、ターゲット PCの特

定をしている。このファイルには、リモート VPNサーバーで認証するための公開鍵が含まれている。

vpn.vpnRsaKeyFileV4(V6) は、この公開鍵にマッチする秘密鍵を含むファイル名であり、

 vpn.vpnCaCertFileV4(V6) は、リモート VPNサーバーの X.509 証明書 を認証する CA 証

明書を含むファイルである。この方法で、リモート VPN サーバー、および、ターゲット PC の両方が、

相互に認証することができる。 （第8章5.1 「認証証明書」 では、 IC スマートカード認証に関する 

認証証明 について述べているが、基本的な概念はこの VPN接続と同じである)

認証データは、vpn.vpnAuthMethodV4(V6)に、“Password-IC” または “Cert-IC” を
指定することで ICスマートカードによって提供することもできる。(注：ICスマートカードには

vpn.vpnPasswordV4(V6) しか保存されていないため、 

vpn.vpnAuthMethodV4(V6)=Password-IC であっても、設定ファイル内で 

vpn.vpnIdStringV4(V6) を指定する必要がある)

Phase I、Phase II両方の IKE設定については、別表 B 「 BitVisor の設定」 内の Table 2: VPN 

IPv4 Settings、および、Table 3: VPN IPv6 Settings を参照とする。

 IKE phase I認証の際、 BitVisor は Diffie–Hellman group 2 (mod1024p)のみをサ

ポートする。

接続が確立されると、 BitVisor はセキュアなトンネル接続の完全性を試験するため、定期的に 

IP アドレスに対して PING テストする。正常な動作のために、PINGテストのターゲットは VPN内の

どこかの IPアドレスに設定しておくべきである。この機能を制御している設定は以下である。
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vpn.vpnAuthMethodV4(V6)

vpn.vpnPasswordV4(V6)
vpn.vpnIdStringV4(V6)

vpn.vpnCertFileV4(V6)
vpn.vpnCaCertFileV4(V6)
vpn.vpnRsaKeyFileV4(V6)
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vpn.vpnPingTargetV4(V6) が省略された場合は、PING テストは実施されない。 
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vpn.vpnPingTargetV4(V6)
vpn.vpnPingIntervalV4(V6)
vpn.vpnPingMsgSizeV4(V6)
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8.4.3 構成例

下図は、どのように BitVisor を設定すれば、ターゲット PC がインターネットを通じて VPN に接

続されるかを示した IPv4環境での例である。図内の 「値」 はあくまでも例であるが、接続を確立さ

せるにはどういった設定値を指定する必要があるか、を示している。
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8.5 ICスマートカードデータ

BitVisor は、 IC スマートカードで管理される ID 証明書を 3つまでサポートしている。 IC ス

マートカードは、 X.509 認証証明書と秘密鍵の両方を保有するべきであるが、カードリーダーイン

ターフェースからは証明書のみが読み取れるべきである。また、 ICスマートカードの全データは、

PINナンバーで保護されるべきである。

BitVisor で使われる ICスマートカードには、以下が含まれている：

1) アクセス可能なメモリ

• 認証証明書 3つ分まで

• ストレージメディア暗号化／復号化鍵

• VPNアクセス用の事前共有鍵

2) アクセス不可のメモリ

• 認証証明書公開鍵とマッチング可能な秘密鍵（３つまで）

3) 機能性

• 秘密鍵でチャレンジデータに署名できるビルトイン機能

4) 2段階で行われる ICスマートカード認証

① 認証証明書の認証

② ICスマートカードの認証

8.5.1 認証証明書

IC スマートカード上に記憶されている認証証明書は、認証局 (CA) によって署名されたもので

なくてはならない。この署名は BitVisor の設定ファイル内に指定されているCA証明書ファイルを

使うことで検証される。

ここで、xの部分は、３つのCA証明書のうちどれを適用するかを示す（1、2、または 3のいずれか

の数値が入る）。このCA証明書ファイルは、ICスマートカード認証証明書に署名したCAが提供

するものである。

認証証明書 (公開鍵を含む) の認証の後に、ICスマートカード自体の認証が行われる。カード

にランダムなチャレンジデータが提示され、そこで（認証証明書内の公開鍵とマッチする）秘密鍵 

を使ってデータが暗号化され、その情報が BitVisorへと送られる。BitVisor は、ICスマートカード

の IDを認証し、公開鍵を使ってデータを複合化する。

認証証明書は３つまでサポートされているものが、現時点では２つのみ使われている。１つ目は

システム起動時の ID認証に使われ (ICスマートカードの PINの入力時)、２つ目は VPN 認証の際

に使われる。
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8.5.2 スクリーンロック機能 （Windows のみ）

BitVisor は、外部アプリケーションを使うことにより、カードリーダー内の IC スマートカードの存

在と合わせて、スクリーンロック機能を提供することができる。カードがリーダーに入っている間、シ

ステムは通常通り機能するが、カードが取り除かれると、マウス、キーボードおよびスクリーンは、IC 

スマートカードがリーダーに戻されるまでロックされる。 

この機能を使うための BitVisor の設定は、すべての ICスマートカードの設定のほかに、以下

の設定を必要とする。

この外部アプリケーションをコンパイルするには、 Windows 版の gcc が必要となる。 Linux お

よび Windows 環境にある MinGW ライブラリを使うことによって、この外部アプリケーションを構築す

ることができる。このツールは、多くの著名な Linux ディストリビューションのパッケージとして、

Windows の実行形式およびソースコードとして入手可能である。

ソースファイルからコンパイルする際の注意事項：

• ソースコードは http://sourceforge.net/projects/mingw より入手可能

• ソースコードをコンパイルする際、必要な includeファイルおよびライブラリ （MinGW レ

ポジトリからダウンロード) は、Windows 版の gcc や binutilsを 生成するときに参照さ

れている。

• ランタイムおよび w32api ライブラリは、 gcc クロスコンパイラーをビルドするのに必要な

ヘッダーファイルと、他のプログラムとリンクするための、このクロスコンパイラーが使用する

ライブラリのソース、を含む。そのため、これらのライブラリもコンパイラーが使われる前にコ

ンパイルする必要がある。

この外部アプリケーションのソースコードは、 BitVisor ソースコードツリーの /core サブディレ

クトリの vmmcall_iccard.c ファイルの最後に、コメントとして掲載されている。

このコードは、新しいファイルにコピーされ、Windows 版 gcc コンパイラを使って、下記のコマ

ンドでコンパイルしなくてはならない。

この外部アプリケーションは、 随時実行されるべきなので、 locker.exe は、Windows 起動時に

毎回実行されるよう Start Menu/Programs の Startup directory にショートカットを加

えておくと良い。
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9 高度な操作

BitVisor の上級利用者は、コンフィギュレーションの問題やその他エラーを解析するためにデ

バッグインターフェースを使うことが可能である。 BitVisor は、ターゲット PC のコマンドラインターミ

ナルからアクセス可能なコマンドラインデバッグインターフェースをサポートしている。

9.1 必要な設定

BitVisor デバッグインターフェースにアクセスするには、下記の設定ファイルオプションの一つ、

または、両方を “１” に設定する必要がある。

 vmm.shell は、BitVisor にシステムを停止 （パニック等） させるようなエラーが起きた際に、 

デバッグインターフェースへのアクセスを許可するものである。一方、 vmm.dbgsh は、 BitVisor 

が正常なときに、コマンドラインツール経由でデバッグインターフェースへのアクセスを可能にする

ものである。

9.2 コマンドラインツールソースコード

コマンドラインデバッグインターフェースツールのソースは、 BitVisor ソースツリーの core ディ

レクトリ下の vmmcall_dbgsh.c ファイル内のコメントとして記されている。 このソースをは単純に 

gcc を使ってコンパイルすれば良く、これによりターゲット PC のコマンドラインから BitVisor デ

バッグインターフェースにアクセスすることが可能となる。デバッグインターフェース用のすべてのコ

マンドリストは、コマンドラインで “help” と入力することによって入手可能である。よく使うコマンドは、

 BitVisor のログを表示する “log” コマンドである。

9.3 RS-232C経由でのアクセス

BitVisor のログは、シリアルポートへ出力することができ、他のコンピュータからも読み取ること

ができる。また、ターゲット PCでパニックが起きた際に、シリアルポート経由で BitVisor デバッグイ

ンターフェースにコマンドを入力する、といった利用も可能である。 

これらの機能を使用可能にするためには、 BitVisor のバイナリ bitvisor.elf には、 以下

のオプションを加えてコンパイルする必要がある。

これにより、 BitVisor は、以下の仕様で最初シリアルポート (COM1) へ入出力する。

BPS レート: 115200 bps

データビット: 8

パリティビット: なし

ストップビット: 1
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9.4 キーボードデバッグコマンド

ターゲット PC 上で、 PS/2 keyboard および PS/2 入力ポートへのアクセスが可能なユーザに

は、いくつかの特別なコマンドが利用可能である。これらのコマンドは、 bitvisor.elf ファイル、

および、設定ファイルをコンパイルする際に設定を有効にすることで利用可能となる。関連した設

定は以下の通りである。

• bitvisor.elf 

• 設定ファイル

設定名にあるように、F11 キーを押すことにより BitVisor VMM にパニックを起こし、システム操

作を停止する。F12キーを押すことで BitVisor に以下のテストメッセージを表示させるが、これはテ

スト用である。

“F12 pressed.”
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Appendix A - コンパイル時の設定

設定 Def コメント 備考

CONFIG_64 1 BitVisor の 64-bit バージョンをコン

パイルする

コンパイラが 64bit

をサポートしていな

い場合のデフォル

ト値は 0

CONFIG_DEBUG_GDB 0 リモート GDB デバッグサポートを

有効にする (32-bit のみ)

サポート対象外

CONFIG_TTY_SERIAL 0 BitVisor がステータスのアップデー

トをシリアルポートへ出力 (COM1) 

する

CONFIG_TTY_PRO1000 1 BitVisor がステータスのアップデー

トを LAN へ出力する

CONFIG_VPN_

PRO1000 に依存

CONFIG_CPU_MMU_SPT_1 0 シャドータイプ 1 (低速)

一つを選択CONFIG_CPU_MMU_SPT_2 0 シャドータイプ 2 (高速)

CONFIG_CPU_MMU_SPT_3 1 シャドータイプ 3 (最高速)

CONFIG_CPU_MMU_SPT_
USE_PAE 1 シャドーページテーブルが PAE を

使用する

CONFIG_PS2KBD_F11PANIC 0 F11 を押すと BitVisor パニック

が起きる (PS/2キーボードの

み)

CONFIG_PS2KBD_F12MSG 1 F12 を押すとログへメッセージを出

力する ( PS/2キーボードのみ)

CONFIG_DBGSH 1 ゲスト OS からのデバッグシェルア

クセスを可能にする

CONFIG_STATUS 0 サードパーティのゲスト OS スペー

スインターフェースツール経由でゲ

スト OS から BitVisor のステータス

を利用可能にする

サードパーティの

インターフェース

ツールが必要

CONFIG_LOG_TO_GUEST 0 サードパーティのゲスト OS スペー

スインターフェースツール経由で、

ゲスト OS から BitVisor  のログを

利用可能にする

サードパーティの

インターフェース

ツールが必要

CONFIG_ATA_DRIVER 1 ATA ストレージデバイスドライバを

有効にする

CONFIG_STORAGE_ENC 1 ストレージの暗号化を有効にする 必ず有効にする
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設定 Def コメント 備考

CONFIG_CRYPTO_VPN 1 ネットワークの暗号化を有効にする 必ず有効にする

CONFIG_USB_DRIVER 1 USB ストレージデバイスドライバを

有効にする

CONFIG_SHADOW_UHCI 1 UHCI (USB1.1) 転送をシャドーす

る

CONFIG_USB_

DRIVER に依存

CONFIG_SHADOW_EHCI 1 EHCI (USB2.0) 転送をシャドーす

る

CONFIG_

SHADOW_UHCI 

に依存

CONFIG_HANDLE_USBMSC 1 USB マスストレージデバイスクラス

のサポートを有効にする

CONFIG_

SHADOW_UHCI 

に依存

CONFIG_HANDLE_USBHUB 1 USB ハブクラスのサポートを有効に

する

CONFIG_

SHADOW_UHCI 

に依存

CONFIG_CONCEAL_USBCCID 1 USB CCID (スマートカード) デバイ

スをゲスト OS から隠蔽する

CONFIG_

SHADOW_UHCI 

に依存

CONFIG_PS2KBD_F10USB 0 F10 を押すと USB CCID デバイス

のテストを実行する

CONFIG_

SHADOW_UHCI 

に依存

CONFIG_PS2KBD_F12USB 0 F12 を押すと EHCI 非同期転送リ

ストをダンプする

CONFIG_

SHADOW_UHCI 

に依存

CONFIG_IEEE1394_
CONCEALER 1 ゲスト OS から OHCI IEEE1394 

デバイスを隠蔽する

CONFIG_FWDBG 0 BitVisor から Firewire (IEEE 1394) 

デバイスにステータスアップデート

を出力

CONFIG_ACPI_DSDT 1 ACPI 機能オーバライドを有効にす

る

CONFIG_DISABLE_SLEEP 1 ACPI S2 、および、 S3 のスリープ

状態を無効にする

CONFIG_ACPI_DS

DT に依存

CONFIG_ENABLE_ASSERT 1 assertion failure チェックを有効に

する

CONFIG_DEBUG_ATA 0 ATA ドライバデバッグインター

フェースを有効にする

CONFIG_ATA_

DRIVER に依存

CONFIG_SELECT_AES_
GLADMAN 0 データの暗号化に Gladman AES 

アセンブリ言語を使う

公式にはサポート

されない

CONFIG_CARDSTATUS 1 リーダーから IC カードが取り除か CONFIG_IDMAN 
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設定 Def コメント 備考

れた際、 BitVisor にパニック状態

を起こさせる

に依存

CONFIG_IDMAN 1 IC スマートカードサポートを有効に

する

必ず有効にする

CONFIG_VPN_PRO100 1 Intel PRO100 NIC 上の VPN接続

を有効にする

CONFIG_VPN_PRO1000 1 Intel PRO1000 NIC 上の VPN接続

を有効にする

CONFIG_VPN_RTL8169 0 Realtek RTL8169 NIC 上の VPN

接続を有効にする

CONFIG_VPN_VE 1 仮想 Ethernet ドライバを有効にす

る (サードパーティゲスト OS ドライ

バが必要)

CONFIG_VTD_TRANS 0 安全性向上のために Intel VT-d 

サポートを有効にする

試験的実装

CONFIG_STORAGE_PD 0 スピードを犠牲にしてストレージデ

バイスインターフェイスの安全性を

向上する

CONFIG_IDMAN_PD 0 スピードを犠牲にして IC スマート

カードインターフェイスの安全性を

向上する

CONFIG_VPN_PD 0 スピードを犠牲にして VPN イン

ターフェイスの安全性を向上する

CONFIG_DISABLE_TCG_
BIOS 1 TCG BIOS の拡張を無効にする

CONFIG_ACPI_TIME_
SOURCE 1 ACPI PM タイマーを使用する

Table 1: コンパイル時の設定
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Appendix B - BitVisor の設定

BitVisor の設定ファイルは、 どのストレージデバイスを暗号化し、どのように VPN の接続を設

定したら良いかを指示するものである。 BitVisor パスワードダイアログと IC スマートカードインター

フェースの、両方またはいずれか一方を、コンパイル、および、設定するには、ファイルは正しく設

定されている必要がある。

設定ファイルの各フィールドは、 Table B.1 に示すとおりである。“デフォルト”欄には 

bitvisor.conf.tmpl ファイルにある初期値を記載しており、このファイルが login と 

login-simple バージョンで違いがある場合は、その旨記載している。 Ｉ Pアドレス、テキスト欄、

ファイル名に関しては、ユーザ特有の事項か、全くの任意であるため、初期値を記していない。

VPNの設定については、“省略”欄を設けており、ここに○のあるものはすべて、「設定に対して

初期値が十分であれば省略して良い」 ことを示している。 他のセクションでは、その機能を 「必要

としない」 のであれば、設定は省略されても良い。 (もしストレージの暗号化を必要としないならば、

ストレージ部分全体を省略して良い)  

B.1 VPN設定

設定名 有効な値 説明 デフォルト 省略

vpn.mode

L2Trans TCP/IP Layer 2 (ブリッジ) 

の VPNパケットを送信

L3IPsecL3Trans 暗号化されていない Layer 

3 VPN パケットを送信

L3IPsec IPSec 暗号化を有効にする

vpn.virtualGat
ewayMacAddress

48bit MACアド

レス

ゲスト OS が接続する仮想

ネットワークゲートウェイの 

Mac アドレス： この値はゲス

ト OS と BitVisor の間での

み使われるため、任意に決

められる

00-88-88-88-
88-88

vpn.bindV4 TRUE VPN の IPv4 機能を有効／

無効にする 
TRUEFALSE

vpn.guestIp
AddressV4

IPv4 アドレスレ

ンジ

BitVisor DHCP サーバー

により、IP4 アドレスがゲスト

OS に割り当てられる

vpn.guestIp
SubnetV4

IPv4 サブネット

レンジ

BitVisor DHCP サーバー

により、 IP4 サブネットマス

クがゲスト OS に割り当てら

れる

vpn.guestMTU ゲスト OS によって MTU 1400 ○
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が使用される

vpn.guestVirtu
al
GatewayIp
AddressV4

IPv4 アドレスレ

ンジ

ゲスト OS が BitVisor 

DHCP サーバーから受け

取るデフォルトゲートウェイ

設定

broadcast 
address - 1 ○

vpn.dhcpV4
TRUE ゲスト OS に対する 

DHCPv4 サーバーを有効

にする

TRUEFALSE

vpn.dhcpLease
Expires

DHCP  リースが数秒で終

了
3600 ○

vpn.dhcpDnsV4 IPv4 アドレスレ

ンジ

ゲスト OS に与えられる 

DNS サーバー
○

vpn.dhcpDomain
V4

ゲスト OS に与えられるドメ

イン名

vpn.adjustTcpM
ss
V4

VPN 接続の TCP 最大セグ

メントサイズを調整： MSS を

減らすためのみに使用可

1240

vpn.hostIpAddr
ess
V4

IPv4 アドレスレ

ンジ

VPN とインターフェースをと

るために BitVisor の使用

する静的な値：現在、 

BitVisor 向けの VPN 側の

インターフェースはDHCP 

クライアントを含まないため、

静的な値 を必要とする

vpn.hostIpSubn
et
V4

IPv4 アドレスレ

ンジ

vpn.hostMtuV4 1500 ○

vpn.hostIpDefa
ult
GatewayV4

IPv4 アドレスレ

ンジ

vpn.optionV4Ar
p
Expires

ARP エントリーが失効する

までの時間

60 ○

vpn.optionV4Ar
p
DontUpdate
Expires

FALSE 成功した ARP キャッシュア

クセスに対して、 ARP 失効

タイマーをアップデートする

FALSE (login-
simple)
TRUE (login)

○

TRUE ARP キャッシュアクセスが

成功した場合、 ARP 失効

タイマーをアップデートしな

い

Mode=L3IPsec and BindV4=TRUE を使用していない場合、以下の設定は省略可

vpn.vpnGateway
AddressV4 IPv4 アドレスレ

ンジ

VPN の遠端として機能する

リモートホスト：クライアント 

（ゲスト OS／BitVisor） が接

続する VPN ゲートウェイ
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サーバー

vpn.vpnAuth
MethodV4

Password
VPN 上のホスト／ユーザを

認証するために事前共有

鍵を使用

Password

Cert VPN へアクセスするための 

X.509 認証証明書

Password-
IC IC スマートカードに組み込

まれた事前共有鍵を使用 

（IC スマートカード利用の

場合に推奨）

Cert-IC IC スマートカードに組み込

まれた X.509 認証証明書 

を使用 （ICスマートカード

利用の場合に推奨)

( vmm.iccard.enanble 
は “1” である必要がある)

vpn.vpnPasswor
d
V4

ASCII文字列 ユーザ認証のための事前

共有鍵 (バイナリ値,  “0x で

始まる 16進数)

vpn.vpnIdStrin
gV4 ASCII文字列 VpnPasswordV4 と共に

使用する VPN ID ( FQDN 

またはユーザ名) 

vpn.vpnCertFil
eV4 VPN アクセスのために

X.509 認証を使用するター

ゲット PC の認証ファイル

ファイルフォーマット : DER

vpn.vpnCaCertF
ile
V4

VPN上で、X.509 認証に使

用するための VPN (または

その他パーティの) CA認

証ファイル

ファイルフォーマット : DER

vpn.vpnRsaKeyF
ileV4  VPN上で、X.509 認証に

使用するためのターゲット

PCの RSA秘密鍵

ファイルフォーマット：DER

vpn.vpnSpecify
IssuerV4

TRUE IKE認証リクエストペイロー

ド経由の BitVisor の証明書

と同じCAによって署名され

た証明書を、VPNが使うこ

とのリクエスト

FALSE

FALSE IKE証明リクエストの中で

CAを特定しない
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vpn.vpnPhase1
CryptoV4

DES DES 暗号化を使用 3DES3DES 3DES 暗号化を使用

vpn.vpnPhase1
HashV4

SHA-1 使用するセキュリティハッ

シュ機能：SHA-1 のみ使用

可能

SHA-1

vpn.vpnPhase1L
ife
SecondsV4

ISAKMP SA ライフタイム 

(秒)

7200 ○

vpn.vpnPhase1L
ife
KilobytesV4

0 ISAKMP SA ライフタイム

データリミットを指定しない

0 ○

>0 ISAKMP SA ライフタイム 

(KB) 

vpn.vpnWaitPha
se2
BlankSpanV4

ISAKMP Phase 1 終了と

Phase 2 開始の間の待ち時

間 （ミリ秒）

0

vpn.vpnPhase2
CryptoV4

DES DES 暗号化を使用 3DES3DES 3DES 暗号化を使用

vpn.vpnPhase2
HashV4

SHA-1 使用するセキュリティハッ

シュ機能： SHA-1 のみ使

用可能

SHA-1

vpn.vpnPhase2L
ife
SecondsV4

IPSec SA ライフタイム （秒） 7200 ○

vpn.vpnPhase2L
ife
KilobytesV4

0 IPSec SAライフタイムデー

タリミットを指定しない 0 ○

>0 IPSec SAライフタイム （KB）

vpn.vpnConnect
TimeoutV4 接続リクエストタイムアウト ： 

接続をリクエストしてから失

敗を宣言するまで待つ秒数

5 ○

vpn.vpnIdle
TimeoutV4 接続アイドルタイムアウト：

自動的に接続をリセットする

までの VPNをアイドル状態

にしておく秒数

300 ○

vpn.vpnPing
TargetV4 IPv4 アドレスレ

ンジ

設定された VPN 内のリ

モートホストのアドレス：VPN 

がアクティブかどうかを確認

するため、定期的に PING 

が送られる （このエントリー

が省略された場合、 PING 

は送られない）

○

vpn.vpnPing vpn.vpnPingTargetV4 12 ○
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IntervalV4 で指定されている ホストへ

の PING間隔

vpn.vpnPingMsg
SizeV4

vpn.vpnPingTargetV4
へ送信する PING メッセー

ジの長さ

32 ○

Table 2: VPN IPv4 設定

設定名 有効な値 説明 デフォルト 省略

vpn.bindV6 TRUE VPN の IPv4 機能を有効／

無効にする

FALSE
FALSE

vpn.guestIp
AddressPrefixV
6

IPv6 アドレスレ

ンジ

ゲスト OS が BitVisor より

与えられる IPv6アドレスの

アドレス部分

vpn.guestIp
AddressSubnetV
6

0-128 vpn.guestIpAddressP
refixV6(bits)の長さ

64

vpn.guestMtuV6 遵守するようゲスト OS が命

じられる MTU

1400 ○

vpn.guestVirtu
al
GatewayIp
AddressV6

ゲスト OS が BitVisor 

DHCP サーバーより受け取

るデフォルトゲートウェイ設

定

automatically 
generated from 
the EUI-64 of 
the interface

○

vpn.raV6
TRUE BitVisor がゲスト OS へ

ルーティング通知メッセージ

を送ることを有効／無効に

する

TRUEFALSE

vpn.raLifetime
V6

最後の RA を受け取ってか

らゲスト OS が BitVisor 側

のルーターが故障と判断す

るまでの秒数

3600 ○

vpn.raDnsV6 IPv6 アドレスレ

ンジ

ゲスト OS によって使われる

DNSv6サーバー

○

vpn.hostIp
AddressV6

IPv6 アドレスレ

ンジ

VPN とインターフェースをと

るために BitVisor の使用

する静的なアドレス：現在、 

BitVisor 向けの VPN 側の

インターフェースは DHCP 

クライアントを含まないため、

静的な値 を使用
vpn.hostIpAddressSu
bnetV6 は、

vpn.hostIp
AddressSubnetV
6

IPv6 アドレスレ

ンジ

64

vpn.hostMtuV6 1500 ○

vpn.hostIpDefa
ult
GatewayV6

IPv6 アドレスレ

ンジ
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設定名 有効な値 説明 デフォルト 省略

vpn.hostIpAddressV6 
の固定長を指定する

vpn.optionV6
NeighborExpire
s

隣接するエントリーキャッ

シュが無効になる秒数

60

Mode=L3IPsec and BindV6=TRUEを使用しない場合、以下は省略可

vpn.vpnGateway
AddressV6

IPv6 アドレスレ

ンジ

IPSec VPN ゲートウェイ IP 

アドレス

vpn.vpnAuth
MethodV6

Password
VPN上のホスト／ユーザを

認証するために事前共有

鍵を使用

Password 
(login-simple)
Password-IC 
(login)

Cert VPNにアクセスするために

認証証明書を使用

Password-
IC

IC スマートカード上に記憶

されている事前共有鍵を使

用 （IC スマートカード利用

の場合に推奨）

Cert-IC

IC スマートカードに組み込

まれた X.509 認証証明書 

を使用 （ICスマートカード

利用の場合に推奨)

( vmm.iccard.enanble 
は “1” である必要がある)

vpn.vpn
PasswordV6

ASCII文字列 ユーザ認証のための事前

共有鍵 (バイナリ値,  “0x で

始まる 16進数)

vpn.vpnIdStrin
gV6

ASCII文字列 VpnPasswordV4 と共に

使用する VPN ID ( FQDN 

またはユーザ名) 

vpn.vpnCertFil
eV6

VPN 上で、X.509 認証に使

用するためのターゲット PC 

の認証ファイル

ファイルフォーマット : DER

vpn.vpnCaCertF
ileV6

VPN上で、X.509 認証に使

用するための VPN (または

その他パーティの) CA認証

ファイル

ファイルフォーマット : DER

vpn.vpnRsaKeyF
ileV6  VPN上で、X.509 認証に

使用するためのターゲット
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設定名 有効な値 説明 デフォルト 省略

PCの RSA秘密鍵

ファイルフォーマット：DER

vpn.vpnSpecify
IssuerV6

TRUE IKE認証リクエストペイロー

ド経由の BitVisor の証明書

と同じ CAによって署名され

た証明書を、VPNが使うこと

のリクエスト

FALSE

FALSE IKE証明リクエストの中で

CAを特定しない

vpn.vpnPhase1
CryptoV6

DES DES 暗号化を使用 3DES
3DES 3DES 暗号化を使用

vpn.vpnPhase1
HashV6

SHA-1 使用するセキュリティハッ

シュ機能：SHA-1 のみ使用

可能

SHA-1

vpn.vpnPhase1L
ifeSecondsV6 IPSec SA ライフタイム （秒） 7200 ○

vpn.vpnPhase1L
ifeKilobytesV6

0 IPSec SAライフタイムデー

タリミットを指定しない

0 ○

>0 IPSec SAライフタイム （KB）

vpn.vpnWaitPha
se2BlankSpanV6

接続リクエストタイムアウト：

接続をリクエストしてから失

敗を宣言するまで待つ秒数

vpn.vpnPhase2
CryptoV6

DES DES 暗号化を使用 3DES
3DES 3DES 暗号化を使用

vpn.vpnPhase2
HashV6

SHA-1 使用するセキュリティハッ

シュ機能：SHA-1 のみ使用

可能

SHA-1

vpn.vpnPhase2L
ifeSecondsV6 IPSec SA ライフタイム （秒） 7200 ○

vpn.vpnPhase2L
ifeKilobytesV6

0 IPSec SAライフタイムデー

タリミットを特定しない

0 ○

>0 IPSec SAライフタイム （KB）

vpn.vpnPhase2
StrictIdV6

TRUE TRUE の場合、 IPSecVPN 

接続を試みる前に、ゲスト 

OS の仮想 IP アドレス （ パ

ケットソースアドレス ) を有

効な値にアップデートする

FALSE の場合、接続を試

みる時のアドレスは 0-アド

FALSE ○

FALSE
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設定名 有効な値 説明 デフォルト 省略

レスの可能性がある

vpn.vpnConnect
TimeoutV6

接続リクエストタイムアウト： 

接続をリクエストしてから失

敗を宣言するまでの待つ秒

数

5 ○

vpn.vpnIdle
TimeoutV6

接続アイドルタイムアウト：

自動的に接続をリセットする

までの VPNをアイドル状態

にしておく秒数

300 ○

vpn.vpnPingTar
getV6

IPv6 アドレスレ

ンジ

設定された VPN 内のリ

モートホストのアドレス：VPN 

がアクティブかどうかを確認

するため、定期的に PING 

が送られる （このエントリー

が省略された場合、 PING 

は送られない）

○

vpn.vpnPing
IntervalV6

vpn.vpnPingTargetV4 
で指定されている ホストへ

の PING間隔

12 ○

vpn.vpnPing
MsgSizeV6

vpn.vpnPingTargetV4
へ送信する PING メッセー

ジの長さ

32 ○

Table 3: VPN IPv6 設定
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B.2 IC スマートカード設定

ICスマートカードログインプロセスを使っていない場合は、設定ファイルのこの部分は省略して

よい。

設定値 有効な値 説明 デフォルト

idman.crl01File X.509 ID 証明書を認証する際に

使用する CA から送られてくる証

明書取消リスト（オプション）

idman.pkc01File X.509 ID 証明書を認証するため

に使用する IC スマートカードに

内蔵されている CA 証明書ファ

イル

idman.randomSeed
Size

128 ID 証明書を認証するために使

用されるハッシュを作り出すため

に使われるランダムデータの長さ

128

idman.maxPinLen 16 IC スマートカード PIN の長さの

上限

16

idman.minPinLen 16 IC スマートカード PIN の長さの

下限

16

idman.authentica
tionMethod

PKI IC スマートカードの使用する認

証方法

PKI

Table 4: IC スマートカード設定

B.3 ストレージ設定

複数の暗号化鍵とストレージ媒体が （各々 idx と num で） サポートされている。

暗号化鍵のストレージデバイスへのマッピングは、 storage.confnum.keyindex 示され

る。複数のストレージデバイスに同じ暗号化鍵を使うことも可能である。
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設定値 有効な値 説明 デフォルト

storage.encrypti
on
Keyidx.place

IC ICスマートカード、 USB フラッ

シュドライブ、または特定のファイ

ルのいずれかにある暗号化鍵の

ロケーションを指定する

<filename> 
(login-
simple)
IC
(login)

USB

<ファイル名>

storage.confnum.
type

ATA 暗号化されるデバイスタイプ

ATAPI
AHCI
AHCI_ATAPI
USB
ANY

storage.confnum.
host_id 暗号化されるデバイスのホスト 

ID。通常は PC 内のプライマリ、

および、セカンダリハードドライブ

に０ と １ が設定

-1：あらゆるホストに対する設定 

（USB ドライブに推奨される）

storage.confnum.
device_id 暗号化されるデバイスのデバイス

ID。通常は PC 内のプライマリ、

および、セカンダリハードドライブ

に０ と １ が設定

-1：あらゆるホスト対する設定 

（USB ドライブに推奨される）

storage.confnum.
lba_low デバイス内の暗号化された範囲

で最初にオフセットされた部分

storage.confnum.
lba_high デバイス内の暗号化された範囲

で最後にオフセットされた部分

storage.confnum.
keyindex 暗号化鍵を示す

idx

0～最大値

暗号化鍵のインデックス

storage.confnum.
crypto_name aes-xts 使用される暗号化鍵 aes-xts

storage.confnum.
keybits 256 使用される暗号化鍵ビット 256

storage.confnum.
extend TBD

Table 5: ストレージ設定

B.4 仮想マシンの設定
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設定値 有効な値 説明 デフォルト

vmm.f11panic 0 PS/2 キーボードで F11 キーが

押された場合、パニック状態 （シ

ステム操作を停止） を起こすよう

に機能を有効にする (1) / 無効 

(0) にする

0
1

vmm.f12msg 0 PS/2 キーボードで F12 キーが

押された場合、アウトプット／デ

バッグポートへステータスメッ

セージを書くように機能を有効に

する (1) / 無効 (0) にする

0
1

vmm.auto_reboot 0 BitVisor が終了したら,

システムをリブートする (1) / リ

ブートしない (0)

0
1

vmm.shell 0 エラーが起きた時に BitVisor コ

マンドシェルへのアクセスを有効

にする (1) / 無効 (0) にする

0
1

vmm.dbgsh 0 常にコマンドシェルへのアクセス

を有効にする (1) / 無効 (0)にす

る

0
1

vmm.status 0 TBD 0
1

vmm.tty_pro1000 0 TBD 0
1

vmm.tty_pro1000_m
ac_address 48bit MACアドレ

ス

TBD FF-FF-FF-
FF-FF-FF

vmm.driver.ata 0 ATA ドライブ上のデータ暗号化

を有効 (1)にする / 無効 (0) に

する

0
1

vmm.driver.usb.uh
ci

0 USB 1.1 上のデータ暗号化を有

効(1)にする / 無効 (0) にする

0
1

vmm.driver.usb.eh
ci

0 USB 2.0 上のデータ暗号化を有

効(1)にする / 無効 (0) にする

0
1

vmm.driver.concea
l
EHCI

0 USB 2.0 サポートを隠蔽する 

(1) / 隠蔽しない (0)

0
1

vmm.driver.concea
l
1394

0 ゲスト OS がターゲット PC 上の

IEEE 1394 デバイスにアクセスす

ることを防ぐ (1) / 防がない (0)

0
1

vmm.driver.concea 0 0
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lPRO1000 TBD1
vmm.driver.vpn.
PRO100

0 ターゲット PCの Intel PRO 100 

NIC上での VPN接続を有効 に

する （1） / 無効にする (0)

0
1

vmm.driver.vpn.
PRO1000

0 ターゲット PCの Intel PRO 1000 

NIC上での VPN接続を有効 に

する （1） / 無効にする (0)

0
1

vmm.driver.vpn.
RTL8169

0 TBD 0
1

vmm.driver.vpn.ve 0 仮想 Ethernet ドライバを有効に

する （1） / 無効 (0) にする （操

作するにはサードパーティの

ツールを必要とする）

0
1

vmm.driver.
pci_conceal TBD

vmm.iccard.enable 0 スマートカードを有効にする 

(1) / 無効にする (0)

0
1

vmm.iccard.status 0 IC スマートカードのステータス

テストを可能にする (起動後に

カードをまだ接続状態としておく

か決定する）

接続状態とする (1) / しない (0)

0
1

vmm.boot_active 0 BitVisor がロードした後に MBR 

をブートする

0

1 BitVisor がロードしたら最初のア

クティブパーティションをブートす

る

Table 6: 仮想マシン設定
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