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1はじめに

ｸﾗｲｱﾝﾄｻｰﾊﾞｸﾗｲｱﾝﾄ
CI

ｲﾝﾀ‑ﾈｯﾄ環境におけるﾎｽﾄ間の遅延は,端末‑のﾗｽﾄ
1ﾎｯﾌﾟの接続速度の違いに加え,ﾎｯﾌﾟ数の違いや遅延の揺らぎ
などにより‑定ではない.このため,早い者勝ちの論理が働く対戦
ｹﾞ‑ﾑやｺﾝｻ‑ﾄﾁｹｯﾄ予約のｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝをﾈｯﾄﾜ‑
ｸ上で実現する場合,ｻ‑ﾊﾞからｸﾗｲｱﾝﾄ‑送られたﾒｯｾ‑
ｼﾞのｸﾗｲｱﾝﾄ側の応答時間と,ｻ‑ﾊﾞ側でのｸﾗｲｱﾝﾄか
らのﾒｯｾ‑ｼﾞ到着時刻の間にずれが生じる｡たとえば早押しｸｲ
ｽﾞでは,あるｸﾗｲｱﾝﾄのﾕ‑ｻﾞが,ｻ‑ﾊﾞからの問題提示ﾒｯ
ｾ‑ｼﾞに十分早く応答したにもかかわらず,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ上の遅延
により,ｻ‑ﾊﾞ‑応答ﾒｯｾ‑ｼﾞの到着が遅れたために,ｻ‑ﾊﾞ側
では他のｸﾗｲｱﾝﾄより遅く応答したとみなされる場合がある｡
端末間の遅延差を吸収するための仕組みとして,ｸﾗｲｱﾝﾄ側で
出力時刻を同期させる手法[3]があるが,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ上の遅延は
‑定ではないため,出力時刻を完全に同期することは困難であるo
そこで,筆者らはこの不公平性を解消するための機構として,ﾒ
ﾝﾊﾞ間公平性保証方式(ICEGEM: Impartial Communi(二atuion
Environment fbr GamE Members)を提案している[1]｡この方
式では,ﾕ‑ｻﾞの応答時間のみに基づいて順序の制御を行うことに
より公平性を保証する｡しかしながら,この方式はｸﾗｲｱﾝﾄﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ自身がｸﾗｲｱﾝﾄの応答時間の測定を行うため,ｸﾗｲ
ｱﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが虚偽の情報をｻ‑ﾊﾞ‑送信(偽証)した際にｼ
ｽﾃﾑが正しく動作しないという問題が存在する｡
筆者らはこれまでに,ｸﾗｲｱﾝﾄではなく,ｸﾗｲｱﾝﾄの
ﾊ‑ﾄﾞｳｪｱに外付けした信頼できる耐ﾀﾝﾊﾟﾊ‑ﾄﾞｳｪｱが応答
時間の測定を行うことによって,ｸﾗｲｱﾝﾄの偽証を防止する方
式を提案している【2]｡本稿ではSICのｿﾌﾄｳｪｱによる実装を
行い,その有効性を評価する｡
2ﾒﾝﾊﾞ問公平性保証方式ICEG】巳M
2.1応答時間に基づく順序制御

S

C2

ｻｰﾊﾞで順序制御

図1:到着時間とﾕ‑ｻﾞ応答時間の逆転
とC2の間には不公平が生じている｡
そこでICEGEM[1】では,各ｸﾗｲｱﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが自分自
身の応答時間を測定し,応答ﾒｯｾ‑ｼﾞに付加する｡これによって,
ｻ‑ﾊﾞがｸﾗｲｱﾝﾄの応答時間を知ることが可能となり,ｸﾗｲ
ｱﾝﾄの応答時間に基づく順序制御を行うことができる｡
2.2 ICEGEMにおける偽証の問題
ICEGEMは,早いもの勝ちの論理によって勝敗が決まるｱﾌﾟﾘ
ｹ‑ｼｮﾝ全般,例えばﾈｯﾄﾜ‑ｸｹﾞ‑ﾑやｵﾝﾗｲﾝｶｼﾞﾉ,
ｵ‑ｸｼｮﾝに適用可能であるo金銭の授受が行われるｱﾌﾟﾘｹ‑
ｼｮﾝ,たとえばｵﾝﾗｲﾝﾁｹｯﾄ予約やｵﾝﾗｲﾝｶｼﾞﾉに対
してICEGEMを適用する場合,不正の発生を完全に防止する必
要がある｡しかしながら, ICEGEMはｸﾗｲｱﾝﾄが不正を行わ
ないという前提に基づいているため,図2のように,ｻ‑ﾊﾞが受
け取った応答時間が実際のｸﾗｲｱﾝﾄの応答時間と異なる場合,
ｼｽﾃﾑが正常に動作しない｡そこで,ｸﾗｲｱﾝﾄのﾕ‑ｻﾞ自身
による応答時間の偽証を防止する方法が必要となる｡

ﾈｯﾄﾜ‑ｸｹﾞ‑ﾑやｵ‑ｸｼｮﾝなど,ｻ‑ﾊﾞからのﾒｯｾ‑
ｼﾞに対し複数のｸﾗｲｱﾝﾄが応答するｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝにおい

2.3ﾊｰﾄﾞｳｪｱを用いた偽証防止

て,各ﾎｽﾄ間の遅延が‑定ではないｲﾝﾀ‑ﾈｯﾄ環境では,各

2.3.1ﾊｰﾄﾞｳｪｱを用いる必要性

ｸﾗｲｱﾝﾄに与えられる環境は公平ではない｡例えばﾈｯﾄﾜ‑

偽証を防止するためには,ｸﾗｲｱﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが正しく動
作しているかをｿﾌﾄｳｪｱによってﾁｪｯｸする方法と,応答時
間の測定もしくはそのために必要なﾃﾞ‑ﾀを信頼できるﾊ‑ﾄﾞｳｪ
ｱを用いて収集する方法の2つが考えられるoしかしながら,ｿ
ﾌﾄｳｪｱによってﾁｪｯｸを行う場合,ﾁｪｯｸ用ﾙ‑ﾁﾝがｸ
ﾗｲｱﾝﾄ側で改京される可能性がある｡これに加え,ﾁｪｯｸ用
ﾙ‑ﾁﾝで改窺防止のために何らかの秘密情報を用いたとしても,
ｸﾗｲｱﾝﾄ側ではｸﾗｲｱﾝﾄの計算機内の全ての秘密情報を知
ることが可能である｡そのため,ｿﾌﾄｳｪｱを使用する場合にｸ
ﾗｲｱﾝﾄ上で動作するﾁｪｯｸ用ﾙ‑ﾁﾝによって完全な偽証防
止を行うことは困難である｡

ｸｹﾞ‑ﾑ等において,ｻ‑ﾊﾞ‑ｸﾗｲｱﾝﾄからの反応が到着する
順序でｻ‑ﾊﾞが順序判定を行った場合,ﾎｽﾄ間の遅延差により実
際の反応順序と到着順序が入れ替わる場合があり,公平性が保たれ
ない｡その例を下に示す｡
たとえば図1において,ｸﾗｲｱﾝﾄClとｻ‑ﾊﾞ間の遅延は
ｸﾗｲｱﾝﾄC2とｻ‑ﾊﾞ間の遅延より小さい｡この遅延差により,
Cl‑はC2より早くｻ‑ﾊﾞからのﾊﾟｹｯﾄが到着する｡このため,
実際の応答にかかる時間はC2の方が/ﾄさいにもかかわらず, cl
からの応答ﾊﾟｹｯﾄはC2のﾊﾟｹｯﾄより早くｻ‑ﾊﾞ‑到着する｡
このときｻ‑ﾊﾞはClがC2より早く反応したとみなすため, Cl
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(a)共[=正規ｸﾗｲｱﾝﾄの塙合(b)Clが改蛋された塙合

(b)到着時刻報告型SIC
図3: SIC2方式動作比較

図2:ｸﾗｲｱﾝﾄからのﾒｯｾ‑ｼﾞの改窺

4byte可変長

筆者らは,このようなｸﾗｲｱﾝﾄによる偽証を防止するため
に,ｸﾗｲｱﾝﾄﾏｼﾝのﾈｯﾄﾜ‑ｸｲﾝﾀ‑ﾌｪ‑ｽとして,

(a)ｸﾗｲｱﾝﾄ‑SIC‑ｻｰﾊﾞ
4byte

耐ﾀﾝﾊﾟ性を備えた応答時間測定用のﾊ‑ﾄﾞｳｪｱSIC (Secure
ICEGEM Card)を取り付け,ｸﾗｲｱﾝﾄの応答時間をｸﾗｲｱ
ﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに代わって測定する手法を提案している[2]｡耐ﾀ
ﾝﾊﾟﾊ‑ﾄﾞｳｪｱは不正な使用ができず,無理な変更を行うと正常
に動作しないﾊ‑ﾄﾞｳｪｱである｡

2

8

byt￠

可変長

(b)ｳﾗｲｱﾝﾄ‑SIC
4byte 8 byte 2D byte可変長
(d) SIC‑ｻｰﾊﾞ

図4: ICEGEMﾊﾟｹｯﾄﾌｵ‑ﾏｯﾄ

2.3.2応答時問測定方法
SICの詳細については, [2]において説明しているので,ここで
はSICの動作の概略のみを説明する｡

● ICEGEMのﾒｯｾ‑ｼﾞ
ICEGEMはｻ‑ﾊﾞからの全てのｸﾗｲｱﾝﾄ‑のﾒｯｾ‑
ｼﾞと,それに対する全てのｸﾗｲｱﾝﾄからの返答の組を1
ﾀ‑ﾝとして,ﾀ‑ﾝ毎にからの返答のｸﾗｲｱﾝﾄの順序制
御を行う川｡以下,応答時間の測定を必要とするｻ‑ﾊﾞから
のﾒｯｾ‑ｼﾞと,それに対するｸﾗｲｱﾝﾄからｻ‑ﾊﾞ‑の,
応答時間を含むﾒｯｾ‑ｼﾞの2種類をまとめてICEGEMﾒｯ
ｾ‑ｼﾞと呼ぶ｡応答時間の計算には,ｻ‑ﾊﾞからのICEGEM
ﾒｯｾ‑ｼﾞがｸﾗｲｱﾝﾄに到着した時刻Tsと,それに対
する応答ﾒｯｾ‑ｼﾞがｸﾗｲｱﾝﾄから送信された時刻Tc
が必要となる｡この2つを対応付けるため, ICEGEMのﾒｯ
ｾ‑ｼﾞIDを使用する.
各ﾒｯｾ‑ｼﾞは1つのUDPﾊﾟｹｯﾄで送られるものとす

返信ﾒｯｾ‑ｼﾞがSICを通過する時, sICはTcを記録し,
ICEGEM‑IDに合致するTsを取り出して,ｸﾗｲｱﾝﾄ
ﾕ‑ｻﾞの応答時間Tc‑Tsを計算することにより, SIC自
身でｸﾗｲｱﾝﾄの応答時間を測定する｡
sICはﾃ‑ﾌﾞﾙ内のTsを,参照された時か,もしくは十
分な時間が経過した後に消去する｡
● ICEGEMﾒｯｾ‑ｼﾞの処理
sICはICEGEMﾒｯｾ‑ｼﾞを含むUDPﾊﾟｹｯﾄを,宛
先と送信先のIPｱﾄﾞﾚｽ,ﾎﾟ‑ﾄ番号,およびﾃﾞ‑ﾀ部の
ICEGEMﾒｯｾ‑ｼﾞIDの有無によって判別する｡ｻ‑ﾊﾞの
IPｱﾄﾞﾚｽ及びﾎﾟ‑ﾄ番号は,あらかじめｸﾗｲｱﾝﾄﾕ‑
ｻﾞによってSICに登録される｡またﾒｯｾ‑ｼﾞIDはUDP
ﾊﾟｹｯﾄのﾃﾞ‑ﾀ部に含まれるため,対象とするUDPﾊﾟｹｯ
ﾄがIP層でﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ化されている場合,すべてのﾊﾟｹｯ
ﾄの到着を待ち,結合してからﾃﾞ‑ﾀ部分を参照するo

る.ｻ‑ﾊﾞは,各ﾀ‑ﾝのICEGEMﾒｯｾ‑ｼﾞに対して‑

ﾊﾟｹｯﾄﾌｵ‑ﾏｯﾄは,図4に示す3通りである｡

意のﾒｯｾ‑ｼﾞIDを割り当てる｡このﾒｯｾ‑ｼﾞIDはｸ
ﾗｲｱﾝﾄとｻ‑ﾊﾞそれぞれのIPｱﾄﾞﾚｽと,ﾎﾟ‑ﾄ番号,

(a)は,ｻ‑ﾊﾞからｸﾗｲｱﾝﾄ‑の送信時に使用される｡

及びﾀ‑ﾝ開始時刻のﾊﾂｼｭ値から算出される｡ｻ‑ﾊﾞﾌﾟ

(b)は,ｸﾗｲｱﾝﾄからｻ‑ﾊﾞ‑の送信時に使用されるo
あらかじめSICが書き込む領域をﾊﾟﾃﾞｨﾝｸﾞすることによっ

ﾛｸﾞﾗﾑはこのIDを元に順序制御を行うため,ｸﾗｲｱﾝ

て, IPﾊﾟｹｯﾄの新たなﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄを防止する｡

ﾄのﾒｯｾ‑ｼﾞIDが改窺された場合,そのｸﾗｲｱﾝﾄか
らのﾒｯｾ‑ｼﾞは無効となる｡
● 2つの応答時間測定方法
TsとTcから応答時間を求める方法には, SICで行う動
作の違いにより,図3に示すように2つの実現方式が考えら
れる｡ 1つは応答時間をSICが測定する方式(測定型sIC)
であり,もう‑つはSICはﾊﾟｹｯﾄがSICを通過した時刻

(c)は,測定型SICからｻ‑ﾊﾞ‑送信される時に使用され,
ｸﾗｲｱﾝﾄの応答時間Tc‑Tsと,それに対するSICが
計算するﾊﾂｼｭ値が含まれる｡ (c)において,測定型SIC
がﾃﾞ‑ﾀの書き込みを行うと,ﾊﾟｹｯﾄ全体のﾁｪｯｸｻﾑ
を再計算する必要がある｡そのためSICは,情報をﾊﾟｹｯﾄ
に書き込んだあと, UDP ‑ﾂﾀﾞのﾁｪｯｸｻﾑを新たに計算
しなおし,書き換える｡

をｻ‑ﾊﾞ‑と報告し,ｻ‑ﾊﾞが応答時間を求める方式(時刻
報告型sIC)である｡ここでは,測定型sICについてのみ説
明する｡

3 SICﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの実装

測定型SICは,通過したﾃﾞ‑ﾀのTsを格納するﾃ‑ﾌﾞ
ﾙを持ち, Tsを記憶する.このとき, TsとTcを対応付

き換えることで測定型sICの動作をｿﾌﾄｳｪｱ的に実行す

けるため, SICはTsと共にICEGEMのﾒｯｾ‑ｼﾞID(以
後ICEGEM‑ID)を保持するoｸﾗｲｱﾝﾄからｻ‑ﾊﾞへの
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Linuxｶ‑ﾈﾙ‑機能を迫加し, IPﾊﾟｹｯﾄの転送部を書
るｼｽﾃﾑを実装した｡以後,ｿﾌﾄｳｪｱ的にSICとして
動作するｼｽﾃﾑを単にSICと呼ぶ｡ SICに用いたPCの
cpuはAthron900MHz,ﾒﾓﾘは256MBであり, Linux

ｶ‑ﾈﾙのﾊﾞ‑ｼﾞｮﾝは2.2.18‑Ov14.2であるoまた,ｺﾝ

100

ﾋﾟｭ‑ﾀ同士は100Mbps Ethernetで按続されている｡
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3.1ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ仕様
ｸﾗｲｱﾝﾄは外部との通信をSICを介して行う｡ sICに
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は明示的に‑つのｸﾞﾛ‑ﾊﾞﾙIPｱﾄﾞﾚｽと‑つのﾌﾞｦｲﾍﾞ‑
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によって分断されるﾌﾟﾗｲﾍﾞ‑ﾄﾈｯﾄﾜ‑ｸにおいて動作
し, SICと同じﾈｯﾄﾜ‑ｸのﾌﾟﾗｲべ‑ﾄｱﾄﾞﾚｽを使用
する｡ SICには事前に静的にｻ‑ﾊﾞのIPｱﾄﾞﾚｽが登録さ
れている｡
SICは自身を通過するほかのﾎｽﾄとｸﾗｲｱﾝﾄとの間
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(a)待機時間別平均誤差

ﾄIPｱﾄﾞﾚｽが割り当てられている｡ｸﾗｲｱﾝﾄはSIC
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でやり取りされるﾊﾟｹｯﾄの内容を監視する.具体的には送
信元および宛て先IPｱﾄﾞﾚｽと,使用するﾌﾟﾛﾄｺﾙによっ
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(b)誤差の分布

てICEGEMで用いられるﾊﾟｹｯﾄをﾌｲﾙﾀする.このと
き,送信元IPｱﾄﾞﾚｽが‑致した場合はｻ‑ﾊﾞからの往信

図6:ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄﾗﾌｲﾂｸが無い場合

ﾒｯｾ‑ｼﾞ,宛先IPｱﾄﾞﾚｽが‑致した場合は返信ﾊﾟｹｯ
ﾄとみなす｡
O
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3.2動件内容
実装したsICは,以下のように動作する
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① sICは,通過するﾊﾟｹｯﾄすべてを監視し, If,ｱﾄﾞﾚ
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(a)待機時問別平均誤差

1000

ｽとﾌﾟﾛﾄｺﾙを調べる｡ｻ‑ﾊﾞからのUDI,ﾊﾟｹｯ
ﾄでない場合, sICは普通のﾙ‑ﾀと同様にﾊﾟｹｯﾄ
を転送する｡
②ｻ‑ﾊﾞから, ICEGEM‑IDと,ｻ‑ﾊﾞﾒｯｾ･‑ｼﾞを含
むﾊﾟｹｯﾄがｸﾗｲｱﾝﾄに送信される. SICは,こ
のﾊﾟｹｯﾄを発見すると,ｸﾗｲｱﾝﾄ‑ﾊﾟｹｯﾄを転
送するとともに,現在時刻TとICEGEM‑IDをSIC

0

1

2

5

6

娯茸(msec)
(b)誤差の分布

自身のﾃ‑ﾌﾞﾙに保管する｡

図7:ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄﾗﾌｲﾂｸ90Mbp5の場合

③ｸﾗｲｱﾝﾄによって, ‑定時間後にｻ‑ﾊﾞ‑ﾊﾟｹｯﾄ
が返信されるoｸﾗｲｱﾝﾄからのﾊﾟｹｯﾄにはｸﾗ

4.1応答時間測定実験

ｲｱﾝﾄが受け取ったﾊﾟｹｯﾄと等しいICEGEM‑ID
と, SICにおいて書き込みを行うための時刻ﾌｲ‑ﾙ

図5に示すﾈｯﾄﾜ‑ｸおいて,ｸﾗｲｱﾝﾄにおける
返答までの待機時間を, 10, 50, 100, 200, 400, 600, 800,

ﾄﾞ,ｸﾗｲｱﾝﾄﾒｯｾ‑ｼﾞが含まれる｡

1000[msec】と変化させ, ICEGEMﾊﾟｹｯﾄを使用した通信
をそれぞれ1000回ずつ行った｡このとき,ｸﾗｲｱﾝﾄで

④ sICは,ｸﾗｲｱﾝﾄからのﾊﾟｹｯﾄを発見した場合,

は実際の待機時間を,ｻ‑ﾊﾞでは,受信したﾊﾟｹｯﾄに含ま
れるSICが測定した応答時間をﾛｸﾞとしてそれぞれ記録し,

ｸﾗｲｱﾝﾄの応答時刻としてT′を取得する.さら
に, SICに書き込まれているTとの差T′‑Tからｸ

2つのﾛｸﾞを比較して測定誤差を求めたo

ﾗｲｱﾝﾄの応答時間を求める｡ SICはﾊﾟｹｯﾄに応

図6に,ｸﾗｲｱﾝﾄｰSIC間にﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄﾗﾌｲﾂ

答時間を書き込み,ｻ‑ﾊﾞ‑転送する｡

ｸがかかっていない時の誤差の特性を示すoまた,図7に,ｸ
ﾗｲｱﾝﾄが図5のｻ‑ﾊﾞBに対して大きさ1420byteの

4評価

UDPﾊﾟｹｯﾄを90Mbpsで流した時の誤差の特性を示す｡
各図内の(a)は待機時間ごとの平均誤差, (b)は測定した誤
差の分布を表す｡

4.1.1待機時問と誤差のとの関係

ｸﾗｲｱﾝﾄ

図6,図7両図(a)のそれぞれを単独で見た場合,誤差の
平均値は待機時間にかかわらず,ほぼ‑定である.そのため,
負荷が同程度の場合,待機時間による測定誤差の変化はほぼ
無いといえる｡しかしながら,図7の,待機時間50msecの
部分のみ遅延が大きくなっていることから,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ負
荷以外の,例えば高いCPU負荷などによって,さらに誤差
が変動することが考えられる｡

ｻ‑ﾊﾞB

図5:ﾈｯﾄﾜ‑ｸ構成
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4.2.2再送処理の実装

また,両図の(a)を比較した場合,ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄﾗ
ﾌｲﾂｸの有無によって,平均で3msec以上の差が存在する｡
そのため,ｸﾗｲｱﾝﾄ数が増大したときSICの負荷によっ
て,ｸﾗｲｱﾝﾄ間に不公平が生じる可能性がある｡

ICEGEMはUDPを使用するため,ﾄﾗﾝｽﾎﾟ‑ﾄ層ﾌﾟ
ﾛﾄｺﾙにおける再送は発生しない｡しかしながら,信頼性
が必要とされるｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝにおいて,ｻ‑ﾊﾞがｸﾗｲ

たとえばsIC‑の負荷が少ないｸﾗｲｱﾝﾄAﾌうﾐ502msec,

ｱﾝﾄに対してｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝﾚべﾙで再送を行うことが

sIC‑高い負荷をかけているｸﾗｲｱﾝﾄBが500msecで
それぞれｻ‑ﾊﾞからのあるﾒｯｾ‑ｼﾞに応答した場合を考え

考えられる｡この時, sICはｸﾗｲｱﾝﾄの応答時間を再送
されるﾊﾟｹｯﾄに書き込む必要がある｡

ると,ｸﾗｲｱﾝﾄAのSICはAの応答時間を502.1msec
と測定し, ‑方でｸﾗｲｱﾝﾄBのSICはBの応答時間

そのため,ｻ‑ﾊﾞ‑送信したﾊﾟｹｯﾄをSICにおいて‑
定時間記憶するようにする｡その後,記憶したﾊﾟｹｯﾄの

を503msecと測定する可能性がある｡この時,ｻ‑ﾊﾞは実際
にはｸﾗｲｱﾝﾄBのほうが早く反応したにもかかわらず,

ICEGEM‑IDと‑致するICEGEM‑IDのﾊﾟｹｯﾄがｻ‑

ｸﾗｲｱﾝﾄAのほうが早く反応したとみなす｡そのため,

転送せず,保存しているﾊﾟｹｯﾄをｻ‑ﾊﾞに対して送信する｡

sICの負荷が小さいﾗｲｱﾝﾄAと, SICの負荷が大きい
ｸﾗｲｱﾝﾄBがいる場合, sICの負荷による不公平が起こ

4.2.3経路上における改孟防止

ﾊﾞから送られてきた場合,そのﾊﾟｹｯﾄはｸﾗｲｱﾝﾄ‑は

りうる｡

経路上におけるSIC以外の第三者によるﾊﾟｹｯﾄの改窓を
検知するため, SICは,ｸﾗｲｱﾝﾄが送信したﾊﾟｹｯﾄに

4.1.2誤差の分布

応答時間を書き込んだ後,ﾊﾟｹｯﾄ全体のﾊﾂｼｭ値を求め,

図6(b)においては,ﾊﾟｹｯﾄ全体の96 %以上が誤差o･1ms
以下に収まっている｡また,残りの4%も全てのﾊﾟｹｯﾄが
誤差o.2ms以内に収まった.人間が,ｱﾙﾌｱべｯﾄｰ文
字にかかる反応時間は10msec,図形の認識にかかる時間は

ﾊﾟｹｯﾄに書き込む｡この時,ﾊﾂｼｭ値は,各sIC自身の
持つ鍵によって, SIC毎に異なる値が生成される｡
しかしながら,ｸﾗｲｱﾝﾄからのﾒｯｾ‑ｼﾞが短い場合,
ﾊﾂｼｭに入力されるﾒｯｾ‑ｼﾞが短くなり, ‑ﾂｼｭ値の

250msec程度[4]のため,ﾈｯﾄﾜ‑ｸに負荷がかからない
ときのSICの使用による応答時間測定誤差は,人間の応答時
間の差に影響を与えないほど小さい値と考える｡

解析が容易になるoこの対策としては, ICEGEM‑IDをあ
る程度冗長かつﾗﾝﾀﾞﾑな値とすることや,応答時間が,第
三者にはﾗﾝﾀﾞﾑな値と見えるような仕様とし,これを秘匿
することが挙げられる｡

その‑方,ｸﾗｲｱﾝﾄがSICに対して90Mbpsでﾃﾞ‑
ﾀを送った場合では,図7に示すように,最大で5msec以
上の測定誤差が発生している｡また,誤差の分布範囲は2‑
3msec程度の幅がある｡これは人間の応答時間に比べて十分
に小さいと考えるが,少ない文字数に対して応答を行う場合
や,ｸﾗｲｱﾝﾄ数が増大した場合に, 4.1.1で述べたｼﾅﾘ
ｵと同様のｼﾅﾘｵによって, SICの負荷によるｸﾗｲｱﾝ
ﾄ間の不公平が生じる可能性がある｡

5まとめ
ﾒﾝﾊﾞ間公平性保証方式において,ｸﾗｲｱﾝﾄでのﾕ‑
ｻﾞ応答時間の偽証を防止するために,ｸﾗｲｱﾝﾄｺﾝﾋﾟｭ‑
ﾀに外付けする専用の耐ﾀﾝﾊﾟﾊ‑ﾄﾞｳｪｱ(SIC)を用いた
測定方式を提案ならびに基本的な性能確認のため,ｸﾗｲｱ
ﾝﾄで測定されたﾕ‑ｻﾞ応答時間と, SIC上で測定された応
答時間の差の測定を行った結果,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ負荷が小さい

4.2今後の実装課題

ときは誤差は0.1msec前後となり,人間の反応時間に対して

以上の誤差は, SICにおいて暗号化などの処理をせず,応
答時間の測定のみを行った場合のｺｽﾄである｡以下に示す,
sICに必要な機能を全て実装した場合,誤差はさらに拡大す
る可能性がある｡

十分小さな値を取ることが確認できたoその‑方,ﾈｯﾄﾜ‑
ｸ負荷が高いときに5msec程度の誤差が発生することがわ
かった｡
現時点でのSICの実装は,応答時間の測定の機能を有する

i).ｸﾗｲｱﾝﾄによる, SIC‑のｻ‑ﾊﾞ登録

だけであり,経路上における改窺防止や,再送処理機能は実装
されていない｡今後はこれらの機能を実装すると共に,実際

ii).再送処理の実装

のﾈｯﾄﾜ‑ｸｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝ‑の適用を行う予定である｡

iii).経路上による改窟防止
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