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マルチホップネットワークにおける
セキュリティ実現方式の応答時間に関する評価

宇野美穂子� 小口 正人�

� お茶の水女子大学
〒 �������� 東京都文京区大塚 �����

���	
�� ��
��������
����	�	����� ������
�������������

あらまし 近年大きく注目されている
���は，端末が集まるだけで構築可能な自律分散型のネットワークであ

る．
���では，マルチホップルーティングプロトコルによりノードが通信を中継する通信経路が構築され，無線

の電波範囲にとらわれない広範囲の通信を可能にしている．無線通信は有線と比べ傍受や改竄がされやすく，特に第

三者が中継を行うマルチホップネットワークでは，暗号化によりデータを守ることが必須である．ただし利用環境や

アプリケーションにより認証強度や応答時間の要求は異なる．そこで本研究では，セキュリティメカニズムのリアル

タイム性に着目した．汎用の��を用い，マルチホップ通信環境を構築して，�����を利用しセキュアコネクションを

確立するシステムにおいて，��のプリエンプション機能を有効にし，���に負荷を与えた場合と与えない場合の応

答時間を測定することにより，アプリケーション負荷などによる影響を評価し，
���に適したセキュリティ実現

方式の検討を行う．

キーワード ユビキタスコンピューティング，モバイルコンピューティング，セキュリティ

�� ��������	� 	
 ���	�� ���� 	
 � �������� ���������	� ����	�

	� � �������	� ������ ����	��

������ ���� �	
 ������ ������

� ��	���
�� ��
 ���
�!

����� �����	� "���!����� #��!� ��������� $	�	�

���	
�� ��
��������
����	�	����� ������
�������������

�������� 
����� ������ ������� 
���! �� "# "$��#�%�$� �������$��� #������ ����� �� ��#���$���� �#�&

���� '"������ #���� �# ��� �(��．�# 
���，���� "��" ��%%$#��"���# �# �������� #������� �� ��"��)�� ���"$��

" #��� �"# ���"& ����� #���*� ("����� �& "��(��#' " %$������( ��$��#' (�������．�# ���� �"��+ ��� ��%"#� ,�� ���

��-�� �, "$���#���"���# "#� ���(�#�� ��%� �� ��.���#� ��(�#��#' �# ��� �#-���#%�#� "#� "((���"���#�/ �$�+ ��

,��$� �# ��"����%� ��#���� �, ��� ���$���& %���"#��%/ �# ���� ("(��+ �� �"-� ���"������� %$������( ��%%$#��"���#

�#-���#%�#� "#� �#����$��� %������ �� ��#���� ���$�� ��##�����#� �& "((�&�#' ����� "� "# �#��&(���# ����%� $��

�#' ��� '�#��"��($�(��� �(��"��#' �&���%� ���� �#"���� ��� (���%(���#/ �#��� �$�� ��#�����#�+ �� �"-� %�"�$���

���(�#�� ��%� ���� "#� �����$� �$���#�� ���/ �#"������#+ �� �"-� �-"�$"��� ��� �#0$�#�� �& ��� "((���"���# ��"�

"#� �#-����'"��� �# " ���$���& ��"��)"���# %����� ,�� 
���/

��	 
���� ���1$���$� ��%($��#'，
����� ��%($��#'，���$���&

�� は じ め に

近年，無線通信技術の進歩に伴い，様々な形態の無線ネット

ワークが考えられるようになった．特に，既設のインターネッ

トなどインフラネットワークとの接点を持たず，無線 ���機

能を持つ端末のみでネットワークを構築することで，より自

由な形でネットワークを構築できる����� ����	
� �����

�������� ���が，大いに注目されている．�����では，ノー

ドがある程度広い範囲に分散している場合など目的のノード

へ直接通信できない時に，途中ノードが通信を中継していくこ

とでより広範囲の通信を可能にしている．このように構築され

るネットワークを，一般にマルチホップネットワークと呼び，



これを図 �に示す．マルチホップネットワークでは，各端末が

図 � マルチホップネットワーク

通信経路の制御等を行うルーティングプロトコルに従ってルー

ティングを行い，ネットワークを構築している．このためノー

ドの参加や離脱によるネットワーク構成の変化を気にすること

なく，無線の電波範囲にとらわれない通信が行えるため，ユビ

キタスネットワーク実現する技術として大いに期待されている．

利用法としては，例えば，災害時やイベント会場などでの通信

やインフラが整備されておらずアクセスポイントの電波が届か

ない場所での通信，車車間通信などが挙げられる．

一般に無線通信は有線と比べ通信の傍受や改竄がされやす

い環境であり，セキュリティを考慮することは必要不可欠であ

る．特に ����� のような環境は不特定多数のノードが存在

し，知らない相手が通信経路に加わるため，よりセキュリティ

上の危険性が高くなる可能性がある．

����� におけるセキュリティ技術は現在研究が広まりつ

つあるが，その提案の多くはアクセスポイントなどの固定イン

フラを介し，一時的にインターネットに接続できるような環境

を前提としている．しかしマルチホップネットワークにおいて

は，固定インフラの存在しない状況で安全な通信が必要となる

場合も考えられる．そのため，固定インフラの存在しないネッ

トワークにおいても有効となり，かつネットワーク構成の変化

にも柔軟に対応するセキュリティ対策が求められる．ただし，

利用環境により認証強度や応答時間の要求は異なるという点を

配慮する必要がある．ユーザやアプリケーションの制約によっ

ては，応答時間が長過ぎるセキュリティメカニズムの利用は難

しい．

そこで本研究では，セキュリティメカニズムのリアルタイム

性に着目した．リアルタイム制御可能なシステムには組込み

��と汎用 ��があるが，前者は厳格なリアルタイム制御を実

現しやすいものの，拡張性が乏しい．よって，プラットフォー

ムとしては応用範囲の広い汎用 �� を用いることにした．マ

ルチホップ通信環境を構築してセキュリティメカニズムを実装

し，プリエンプション機能を有効にするためにカーネル再構築

を行った後，��� に与える負荷を変化させてそれぞれの場合

での応答時間を測定し，アプリケーション負荷などによる影響

を評価する．

本稿は以下のように構成される．まず第 �章では研究背景と

してマルチホップネットワークを実現するルーティングプロト

コルについて記述する．第 �章では無線 ���におけるセキュ

リティ技術と �� ��について触れ，第 !章では研究方針として

既存研究を紹介し，リアルタイム制御について述べる．そして，

第 " 章ではアプリケーション負荷を与えた際の �� �� コネク

ション時間についての実験と結果を示す．最後に第 #章でまと

める．

�� マルチホップルーティングプロトコル

マルチホップネットワークは，�����に集まったノードに

通信を中継する機能を持たせ，直接通信できないノード間のコ

ネクションを実現するものである．そのためには ����� 内

でマルチホップ通信の経路を探して選択するルーティングプロ

トコルが必要である．�����はノードの移動や参加，離脱な

どネットワーク構成が動的に変化する環境であり，また低ビッ

トレートで不安定な無線通信を用いるため，その性質を考慮し

たルーティングプロトコルが多く提案されている．

����� におけるルーティングプロトコルは，パケットを

ルーティングする経路の取得方法により，プロアクティブ型とリ

アクティブ型の大きく �つに分けることができる．プロアクティ

ブ型は，ネットワーク内のノード同士が定期的に経路情報を交

換し，他ノードへの経路を常に把握する方法である．各ノード

はパケットをフォワーディングする次ノードを，目的地のノー

ド各々についてルーティングテーブルで保持するため，通信の

リクエストが発生した場合即座に経路生成ができる．しかし

ネットワーク構成の変化に応じて頻繁に経路情報の交換をする

必要があり，通信要求の発生パターンによっては無駄な処理が

多く起こり得る．プロアクティブ型のルーティングプロトコル

には，���$ ��%�	&	'�� �	(� ��)�� $�*�	(+� ��� や �,$�-

���%�
�+. ,��)��) � �) �� �( $�/�� ��)�� -���)��	(+� �"�

などがある．

一方リアクティブ型は，通信のリクエストが発生するごとに，

送信ノードから受信ノードまでの経路を探索する方法である．

経路探索によって経路が構築されてからパケットがルーティン

グされるため，通信のリクエストが発生してからの処理に遅

延が生じるという問題点がある．リアクティブ型のルーティ

ングプロトコルには，��01 ������ �(��&)(� 0	 �)(��

1������ �#�や0�$ �0.()&	� ��*��� $�*�	(+� �2�などがある．

�� ネットワークセキュリティ技術

�� � 無線 ���におけるセキュリティ技術

ネットワークにおける通信プロトコルは階層構造を持つこ

とが一般的であるが，暗号化通信方式も各階層に様々な方式

が存在し，要求される目的に応じ異なったセキュリティ技術を

設定することが可能である．現在無線 ���では，データリン

ク層で暗号化を行う3�� �3	��� �4*	/)
�(� ��	/)�.� の使

用が標準として規定されている．3��は，端末とアクセスポ

イント間で事前に秘密鍵を共有するが，その鍵長の短さや暗

号化アルゴリズム $�!適用手法の安全性に対する不安等，脆

弱性が指摘されている．その後，3��の弱点を補強する暗号



化プロトコル �5�� ���&%��)
 5�. �(��+�	�. �������
� と，

安全性の高いユーザ認証を行う規格 ����67�8�9 を併用した

3�� �3	-	 ��������� ����  �が制定された．この3��は，

����67�8��	 が普及するまでのサブセットの位置づけとなって

いる．����67�8��	は，�5��や ����67�8�9に加え，新たな

暗号化アルゴリズムとして強固な ��� ���/)(��� �(��.%�	�(

��)(�)���を採用しており，認証後，暗号通信に用いる秘密鍵

の作成と交換を行っている．この認証に必要となる認証サーバ

等は，アクセスポイントを介した固定インフラ上に置かれるこ

とが一般的である．

�� � ��	
� ��� 
�������

�� �� � �� ��概要

�� �� はネットワーク層で暗号化・認証を行うことでセキュ

リティを保証する規格で，��パケットを暗号化するため，上位

のアプリケーションは透過的な通信を行うことができる．��パ

ケットそのものを暗号化することで通信の傍受を防ぎ，また ��

パケットに改竄を検知する数値を組み込むことで，パケットが

通信経路上で改竄されなかったことを保証する．暗号化には共

通鍵暗号方式を用いており，暗号化アルゴリズムとしては0��

�0)�) �(��.%�	�( ��)(�)���や �0��が使用される．またセ

キュリティプロトコルとして，暗号化と認証機能を提供する

��� ��(�)% *
)�	(+ ���*�	�. �).
�)��，暗号化機能はないが

より強力な認証機能を提供する �: ��*���(�	�)�	�( :�)����

のどちらかを選択することができる．

�� �� � �5� ��(���(�� 5�. �;��)(+��

�� �� では，生成されるコネクション �� ����*�	�. �  ��	

)�	�(� の管理・生成や，��� や �:で用いる鍵の交換などを

行うプロトコルとして，�5� がサポートされている．�5� は

�� �� 化すべきパケットが発生すると，セキュリティポリシに

従って ��を自動的に生成する．この際，暗号化や認証に使用

する鍵なども自動的に生成され，さらに確立した ��では一定

期間ごとに使用された鍵が作り直される．�� ��で使用される

鍵は共通暗号鍵であり，送信側と受信側で同じ鍵を持つ必要が

あるが，この共通暗号鍵を �5�が作成する際には公開鍵暗号

技術を用いた 0	Æ�:�

&)(アルゴリズムが使用されており，

アルゴリズムにしたがって発生した乱数を交換することで，そ

の交換が盗聴されていたとしても盗聴者には知ることのできな

い共通鍵暗号鍵を作成・共有することができる．

ここで，�5�が �� �� ��確立までに行うプロセスを説明す

る �図 ��．�5�は，生成する ��のパラメータをネゴシエート

して決定する ���%� )
 交換，生成する ��の秘密対称鍵を公

開鍵暗号技術により安全に作成する 0	Æ�:�

&)(交換，�5�

通信している相手が本物であることを確認する認証（本人性確

認），以上 �つの基本的な機能を通して ��の自動生成を行う．

プロセスは大きく二つの段階に分けられ，��) � �で �5�の制

御用チャネルである ���5�� ��(���(�� ���*�	�. �  ��	)�	�(

)(� 5�. �)()+�&�(� �������
� �� の確立を行い，その後

��) � � で暗号化経路 �� �� ��の確立を行う．��) � � では

まず ���%� )
交換を行い，続いて ���5�� ��用の共通暗号

鍵を 0	Æ�:�

&)(交換により作成する．そして，その鍵を用

いた暗号化経路上で，�5�相手の認証（本人性確認）が行われ，

制御用チャネル ���5�� ��が確立される．次に ��) � �で

は，�� �� ��を生成するための ���%� )
交換を行い，実際に

暗号化に用いる �� �� ��用の共通暗号鍵を 0	Æ�:�

&)(交

換により作成し，�� �� ��が確立される．この ��) � �のや

りとりは，��) � � で既に作られた ���5�� ��を通して送

られるので，暗号化された安全な経路上で通信を行うことがで

きる．
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�� � 既 存 研 究

既存研究では，マルチホップネットワークにおいてセキュア

コネクションを自動構築し管理を行う手法を提案している �6�．

セキュアコネクションの生成の際，事前に目的ノードへの経路

が確定していることが望ましいため，マルチホップルーティン

グプロトコルには，プロアクティブ型である ���$を使用し

ている．暗号化技術には3��や ����67�8��	 などがあるが，

これらの規格は認証の機能も含んでおり，アクセスポイントな

どの固定インフラを含むネットワークにおいて有効となる手法

である．そこで，各コネクションごとに共通暗号鍵を作成する

ことができ，それぞれ独立したセキュアコネクションを生成す

ることができる �� ��を使用している．

提案モデルでは，まず事前にノードリストとして作成し管

理を行うことにより通信相手の信頼性を確保し，セキュアコネ

クションを構築する際のセキュリティを提案している．そして

�����参加後，参加ネットワークにおける目的ノードの ��

アドレスと �0を対応付け，実際のセキュアコネクションを生

成することで，送受信データの暗号化を行う安全な通信経路を

提供している．

そこで本研究では，既存研究と同様に，���$を用いマルチ

ホップ環境を構築し，その上でデータのやり取りを行うノード



間の通信を �� ��により暗号化することでセキュアな通信経路

を確保することにする．そのようなセキュアコネクション構築

環境において，プロセスを実行中に割り込みが発生した際に優

先度が高い他のプロセスを実行するプリエンプションの機能を

取り入れ，��� に与える負荷を変化させて応答時間の測定と

比較を行う．

�� � リアルタイム制御

�� �� � ��のリアルタイム性

��におけるリアルタイムとは，あらかじめ定められた一定

の時間内に処理が完了することを保証する能力のことである．

その結果，アプリケーションのレベルでも常に一定の時間内に

応答が返ることが期待できる．

リアルタイム制御可能なシステムとしては，組込み ��と汎

用 ��がある．組込み ��とは、電子機器や産業用機械などに

内臓される組込みシステムを制御するために用いられる ��の

ことである。それ故，高いリアルタイム性や少ないメモリで

動作するコンパクトさ，信頼性などにおいては優れているが，

拡張性には乏しい．それに対し，汎用 ��は様々なアプリケー

ションをサポートすることを主としており，組込み ��と比べ

ると応答性という点では劣る．そこで本研究では，汎用 ��に

おけるリアルタイム性に焦点を当てることにした．

�� �� � プリエンプション

ここで，プリエンプションについて説明する．プリエンプ

ションとは，カーネルがプロセスを実行中に自ら割り込み，サ

ウンドや画面表示など優先度の高い他のプロセスを実行する機

能である ����．プロセススケジューラは，新しいプロセスが実

行可能状態になるたびに，プリエンプトする必要があるか否か

を判断する．この動作を図 �に示す．プロセス �とプロセス ,

があり，プロセス ,はプロセス �よりも優先度が高いとする．

プロセス �の処理中に割り込みが発生すると再スケジューリン

グが行われる．プロセス ,が実行可能状態になるとプロセス �

の処理は中断され，プロセス ,の処理に切り替えられる．そし

て，プロセス , の処理が終了した後に，再びプロセス �の処

理を再開することになる ����．

プリエンプションが可能なマルチタスク処理のことをプリエ

ンプティブ・マルチタスク処理という．�	(*; ���(�
 �8# はプ

リエンプティブ・マルチタスク処理をサポートした ��である．

通常，カーネルモードでプロセスを実行している間はプロセス

A B

B

A B

B

図 � プリエンプティブな場合の割り込み処理

スケジューラが起動されないようになっている．カーネルモー

ドでのプリエンプションを可能にしたカーネルは，プリエンプ

ティブ・カーネルと呼ばれる．���(�
 �8# では，一部の処理で

プリエンプションが可能であり，カーネル・コンパイル時の設

定でプリエンプティブ・カーネルを作ることができる ����．

�� 実 験 概 要

�� � 実 験 環 境

本研究では，�対 �通信と �ホップのマルチホップ通信のそ

れぞれの場合について，���に負荷を与える方法を変えて実

験を行い，�� ��コネクション構築時間を測定する．

実験環境として，����67�8��� 無線 ��� 機能を持つ � 台

の端末を用い，セキュアな通信を行う実験システムを構築し

た．各マシンのスペックを表 � に示す．無線 ��� クライア

ントには ,�--��� 3��������<� を用いた �!�．���$

と �� �� の �	(*;における実装として，それぞれ �
 �� �=� と

�%�( �)( ��7�を使用した．�� ��の設定では，暗号化アルゴリ

ズムは �0��，セキュリティプロトコルは暗号化を行う ���，

パケットのカプセル化モードはエンドツーエンドの通信を行う

トランスポートモードを選択している．この実験環境において，

カーネルのプリエンプション機能を有効にすることにより，プ

リエンプティブカーネルを再構築した．�� ��は複数のプロセ

スから成り立っており，デフォルトでの優先度は，�� �� の鍵

交換をつかさどる �5�デーモンである �����は �7，それ以

外のプロセスは 7と設定されている．また，���$は 7と設定

されているが，両者ともこのデフォルトの状態で実験を行った．

本研究では，空ループプログラムを実行することで ���に

負荷を与えた．以降ではこの空ループプログラムのことをバッ

クグラウンドプロセスと呼ぶことにする．バックグラウンドプ

ロセスの優先度は，(	��コマンドで�=�高�から �=�低�の範囲

で指定した．

��� �� ��� メインメモリ

� ����������� ����� �������� ������ !���"

" ����������� ����� �������� ������ !���"

� ����������� ����� �������� ����� !���"

表 � マシンのスペック

�� � �対 �通信での測定

図 !に示すように，ノード �を送信元ノード，ノード , を

宛先ノードとして �対 �通信におけるセキュアコネクション構

築時間を測定した．実験手順としては，まず各端末で �� ��を

起動し �� ��接続が可能な状態にする．次に，宛先ノード ,で

バックグラウンドプロセスを実行することで ���に負荷を与

え，�� ��の接続開始から �� �� コネクションの確立までに要

するレスポンスタイムを ��%�*&%コマンドでキャプチャする．

図 "のように �� ��コネクション確立に関わる全パケット数は

=パケットであり，最初の 	 )�&%パケットから最終の 	 )�&%

パケットが飛ぶまでの時間を測定することにする．
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図 # � 対 � 通信

図 ! ��$���$ によるパケットキャプチャ

図 � � 対 � 通信での測定結果

図 # は，� 対 � の通信で宛先ノード , に負荷を与えたとき

に，負荷をかけない場合，�つのバックグラウンドプロセスを

優先度を指定せずに実行させた場合，優先度を=に指定した場

合，� つのバックグラウンドプロセスの優先度を各々�" と �=

に指定した低優先度の場合，および�"と�=にした高優先度の

場合の "つのケースについての測定結果である．グラフの横軸

はバックグラウンドプロセスの優先度，縦軸はレスポンスタイ

ム � ���を表し，各場合にそれぞれ �7回実行した結果を示して

いる．

実験より，バックグラウンドプロセスが高優先度の場合は，

他の場合と比較してセキュアコネクション構築時間がかかると

いう結果が得られた．一方，バックグラウンドプロセスが低優

先度の場合は，負荷がかからない場合と同程度であるか，それ

よりも僅かながら短時間で確立することが分かった．

�� � ツーホップ通信での測定

図 2 に示すように，ノード �を送信元ノード，ノード ,を

中継ノード，ノード � を宛先ノードとして � ホップ通信での

セキュアコネクション構築時間を測定した．���$を用いマル

チホップネットワーク環境を構築する場合，実験の都合上，全

ノードが直接無線通信できる範囲に存在してしまうため，送信

ノードと受信ノードが直接通信を行わないよう互いのパケット

を遮断させる必要がある．そこで，ノード �からノード , を

中継しノード � に辿り着くようルーティングテーブルを設定

し，ノード �ではノード �からのパケットを，ノード �では

ノード �からのパケットを，	%�)�
� コマンドにより遮断する

ことで，マルチホップ通信を行う環境を実現した．また，�
 ��

実行時に �� ��接続を行うと，�� �� 処理によりルーティング

が変更されてしまい，その後 ���$により正しいルーティング

に戻らず通信ができなくなってしまうという問題が発生した．

これは �� ��または �
 ��の実装上の問題と考えられ，両端の

ノードを一時的にネットワークから落とし，復活させることで

���$により正しいルーティングに再設定される．そのため，

測定の都度，ネットワークを再起動し，ルーティングを確認す

るという作業を行った．
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図 � マルチホップ通信

図 % � ホップ通信で中継ノード " に負荷を与えた場合

上記の実験環境において，中継ノード , に負荷を与えたと

きと宛先ノード � に負荷を与えたときの � つの場合について

測定を行った．実験手順は，�対 �通信のときと同様に，まず

送信元ノード �と宛先ノード � で �� �� を起動し �� ��接続

が可能な状態にする．次に，中継ノード , または宛先ノード

�でバックグラウンドプロセスを実行し，�� �� の接続開始か

ら �� ��コネクションの確立までに要するレスポンスタイムを

��%�*&%コマンドで測定する．図 6は中継ノード ,に負荷を

与えたとき，図 = は宛先ノード � に負荷を与えたときの結果

で，それぞれ負荷がない場合とバックグラウンドプロセスの優

先度を指定しない場合，優先度を6と=，�=に指定した場合の



図 & � ホップ通信で宛先ノード � に負荷を与えた場合

"つのケースについて測定している．グラフの横軸はバックグ

ラウンドプロセスの優先度，縦軸はレスポンスタイム � ��� を

表し，�7回実行した結果を示している．

図 6から中継ノードに負荷を与えても，セキュアコネクショ

ン構築時間には影響を及ぼさないということが判明した．一方，

図 =で示されるように宛先ノードに負荷を与えた場合は，バッ

クグラウンドプロセスの優先度によってセキュアコネクション

構築時間が異なるということが分かった．負荷を与えなかった

ときとバックグラウンドプロセスの優先度を指定しなかったと

きは同程度の時間で �� ��コネクションが確立するが，バック

グラウンドプロセスの優先度が高くなるにつれて構築時間が長

くなる．バックグラウンドプロセスの優先度が低いときは，負

荷を与えなかったときと同程度かそれよりも速やかにセキュア

コネクションが確立される．

�� � 測定結果の考察

以上の結果から，宛先ノードに負荷を与えるとセキュアコネ

クション構築時間に影響を及ぼすということが分かった．また，

マルチホップ通信では中継ノードに負荷を与えた場合は，構築

時間は負荷がないときとほぼ同じであるという結果が得られた．

宛先ノードでは、３節で述べたように �5� による ���5��

��の確立や �� �� ��の確立が行われている．これらの処理

には負荷が大きく影響し，その優先度により性能が決まる．一

方，中継ノードでは ��層におけるルーティングのみが行われ

ており，その処理には負荷や優先度があまり影響しないことが

分かった．

次に，図 # と図 = を比較すると，目的ノードに負荷を与え

たとき，� 対 � 通信の場合とマルチホップ通信の場合とでは，

�� ��コネクション確立に要する時間は近い値をとるというこ

とが分かる．いずれもバックグラウンドプロセスの優先度が高

くなると，セキュアコネクション構築時間も長くなった．この

理由としては，コネクション構築プロセスが ���使用権をな

かなか獲得できないためと考えられる．図 #から図 =の結果を

見ると，バックグラウンドプロセスの優先度が低い場合は負荷

がない場合と同程度かそれよりも短時間で構築されるというこ

とが分かる．

�� まとめと今後の課題

本稿では，汎用 �� を用いてマルチホップネットワークに

おいてのセキュアコネクション構築時間を測定し，比較した．

���$によって管理されるマルチホップ環境を構築し，送受信

ノード間の通信を �� ��によって暗号化してセキュア通信路を

生成する際に要する時間を測定した．その結果から，中継ノー

ドにおいて ���に負荷を与えた場合には影響はほとんどない

が，目的ノードにおいて ���に与える負荷を変化させるとセ

キュアコネクション構築時間も変化するということが分かった．

今後は，�� ��コネクションの確立にかかる構築時間のさらな

る解析を行う．また，本稿では，バックグラウンドプロセスと

して空ループプログラムを使用したが，ストリーミングなどの

プロセスを用いたより現実的な実験を行っていきたい．
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