
exe ファイルをダブ

ルクリックすると何

が起こるか 

 

  

C88版 

木村屋 

南関東開発機構 



1 

 

前書き 

 

 普段、何気なくWindows を使っていますが、exe ファイルをエクスプローラーでダブル

クリックした後、Windows でどういう処理が行われ、プログラムが表示されるのか説明で

きるでしょうか。説明できる人はあまり多くないと思います。私も長い間、Windows を使

ってきましたが、この本の執筆のために調査を行うまで、その事についてまったく知りませ

んでした。 

 実行ファイルからプロセスが作られる過程は OSが面倒を見てくれるので、説明できる人

はプログラマでも多くないのではないでしょうか。 

 実際、知らなくても困らないといえば、そうなのですが、プログラマなどの ITの関係者

は知らないよりも知ったほうが良いと思います。まったく説明できないのと多少なりとも

処理の流れと仕組みを知っているのとでは雲泥の差ではないでしょうか。多少でも知って

さえいれば、そこを入り口に OS全体の他の処理も見えてくると思います。 

 そういった問題意識から、今回、この本ではWindowsが exeファイルからメモリ上のプ

ロセスを生成する過程を調査し、記事としてまとめました。 

 この本が少しでも多くの人に読まれ、OSについて考える切っ掛けになれば幸いです。 

  

検証を行った環境はWindows 7 Ultimate（x64）です。exeファイルは x64でビルドし

たファイルでテストを実施しました。 

正確性を期した積もりですが誤りがあった場合、文責はすべて私にあります。 
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第1章 プロセスの生成の流れ 

 

第1節 Windowsにおけるプロセス生成の全体の流れ 

 

 Windowsが exe ファイルからプロセスを生成し、エントリポイントからプログラムの実

行を開始する過程は以下の通りである。 

 

1. パラメーターを検証し、Windowsサブシステムのフラグとオプションをネイティブバ

ージョンに変換する 

2. 親プロセスから exeファイルが起動される（普通のユーザーが exeファイルを起動す

る場合、親プロセスはエクスプローラーやコマンドプロンプトである場合が多いと思

われる。エクスプローラーから起動した場合、エクスプローラーが親プロセスにな

る） 

3. exeファイル（イメージファイル）を開き、セッションオブジェクトを作成 

4. プロセスオブジェクトを作成 

5. スレッドオブジェクトを作成 

6. Windowsサブシステムがプロセスを初期化する（kernel32.dllがWindowsサブシス

テムにメッセージを送信） 

7. 最初のスレッドの実行を開始。スレッドを初期化する 

8. イメージローダー（ntdll.dll内にある Ldrからはじまる関数群）に制御を移す 

9. イメージローダーが最初のヒープの作成などのプロセスの初期化処理を行う 

10. イメージローダーが exeのインポートテーブルの解析を行い、必要な DLLをすべて洗

い出す。 

11. イメージローダーが実行時、必要に応じて DLLをロード、アンロードする。ロードさ

れているモジュールのリスト（モジュールデータベース）を管理する。ロードされて

いるモジュールのリストには DLLとメインの実行ファイルが含まれる 

12. イメージローダーによりすべての DLLがロードされた後、IAT（インポートアドレス

テーブル）を解析し、インポートされた関数を調べる（この処理で.textセクションに

ある外部の DLLにある関数呼び出しとメモリに呼び出された DLL内部にある関数呼

び出しの名前とアドレスの解決を行う） 

13. イメージローダーが依存関係を解決した後、インポート後の初期化処理が行われる

（.NETアプリケーションかどうかの確認、静的なインポートのすべてのロードの処理

等） 

14. エントリポイントからプログラムの実行を開始 

 

プロセスの生成に使われるWindows APIやネイティブAPIの詳細については後述する。 
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第2章 Windowsにおけるプロセス生成の処理の流れ 

 

第1節 親プロセスによる exeファイルの読み込みと関数呼び出し 

 

 Windows ではプロセスが新たに生成される際、一般にエクスプローラーやコマンドプロ

ンプトなどから exe ファイルを指定して実行する事が多いと思われる。実行中のプロセス

から新たなプロセスを生成するために Windows では関数 CreateProcess や関数

ShellExecuteといったWindows APIが用意されている。一般のアプリケーションから exe

ファイルなどを実行する必要がある際はこれらの関数を使って、プロセスを生成する。 

 プロセスを生成するプロセスを親プロセスと言う。コマンドプロンプトやエクスプロー

ラーからプロセスを生成した場合、これらのプロセスが生成されたプロセスの親プロセス

となる。Windows のプロセスの親子関係は Microsoft が Windows Sysinternals にて配布

している Process Explorerというツールで確認ができる。 

 WindowsにはWindows APIの下にネイティブ APIと呼ばれる非公開の関数が用意され

ており、Windows APIも内部の処理でネイティブ APIを呼び出して、Windowsに対して、

処理の実行を依頼している。ネイティブ APIの実態は ntdll.dllや kernel32.dllなどにある

関数である。 

 一般に Windows のプロセスが子プロセスを生成するには関数 CreateProcess などが使

われ、エクスプローラー等もそれらの関数を通じて、プロセスを生成している事が予想され

る。この仮説を確認する為、API Monitorというツールを使用する事にした。API Monitor

はアプリケーションから呼ばれる関数呼び出しの引数、戻り値をアプリケーションを変更

することなくモニターできるツールである。 

 API Monitor を使い、実際にエクスプローラーとコマンドプロンプトで exe ファイルか

らプログラムを起動する際、どの様な関数が呼び出されているのかを確認した所、エクスプ

ローラーはプロセスを生成する際、関数 CreateProcess を呼び出していないが、コマンド

プロンプトはプロセスを生成する際、関数CreateProcess（実際には関数CreateProcessW）

を呼び出していた。なぜ、エクスプローラーでは関数 CreateProcess が使われていないの

かについて詳細は分からない。しかし、関数NtOpenProcessなどのネイティブ APIはエク

スプローラーからも呼び出されている為、何らかの理由によりWindows APIではなくネイ

ティブ APIを直接呼び出して、プロセスを作っているのかもしれない。 

 いずれにせよ、プロセスを作るためにはネイティブ API を何らかの形で呼び出し、処理

を行わせる必要がある。第 2 節以降では関数 CreateProcess を使ったプロセス生成の詳細

を書く。 
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第2節 exeファイルの展開とセッションオブジェクトの作成 

 

関数 CreateProcess は引数として exe ファイルのパスを受け取り、関数

NtCreateUserProcessを呼び出す。開こうとしているファイルがWindowsイメージ（exe

ファイル）である場合、そのファイルを開く。この直後、関数NtOpenFileが呼び出されて

いるので実際にファイルを開く処理をこの関数にやらせていると思われる。この時点では

exeファイルはメモリにマッピングされていないが開かれた状態になる。 

 

第3節 プロセスオブジェクトの作成 

 

次に関数 PspAllocateProcess が呼び出され、exeファイルを実行するためのWindowsエ

グゼクティブプロセスオブジェクトを作成する。Windows のプロセスはそれぞれエグゼク

ティブプロセスによって表される。Windowsのプロセスは EPROCESS構造体によって表

される。カーネルプロセスは KPROCESS構造体で表される。 

関数 PspAllocateProcessは具体的に以下のような処理を行う。 

 

 エグゼクティブプロセス（EPROCESS構造体）のセットアップ 

 最初のプロセスのアドレス空間を作成する 

 カーネルプロセスの KPROCESS構造体のセットアップ 

 プロセスのアドレス空間のセットアップを完了 

 PEB（Process Environment Block）のセットアップ 

 エグゼクティブプロセスオブジェクトのセットアップを完了 

 

エグゼクティブプロセス（EPROCESS構造体）のセットアップの過程でプロセスのアド

レス空間の初期化が行われる。プロセスをメモリにマッピングする為にページディレクト

リが確保される。exeファイルを開いた際の作成されたセクションが新しいプロセスのアド

レス空間にマッピングされ、プロセスのセクションベースアドレスとして実行可能ファイ

ルのベースアドレスが使用される。この場合のベースアドレスとは exe ファイルの PE ヘ

ッダにある IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 構造体のメンバ ImageBaseを指す。 

セクションとは複数のプロセスで共有可能なメモリブロックを指し、ファイルをプロセ

スのアドレス空間にマッピングする際などに使用される。Windows エグゼクティブは実行

可能ファイルをメモリにロードする際にセクションを使用する。 

IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 構 造 体 に は メ ン バ BaseOfCode と メ ン バ

AddressOfEntryPointというメンバが存在する。exeファイルはメンバ ImageBaseのアド

レスに読み込まれる（exeファイルが 64bitで尚且つ ASLRが無効になっている場合。有効

になっている場合はランダムなアドレスに読み込まれる）が exe ファイル内の.text セクシ
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ョン（プログラムの実行コードの領域。C言語におけるmain関数などがコンパイルされた

後にバイナリがとなって .text セクションに含まれる）が読み込まれる領域はメンバ

ImageBase とメンバ BaseOfCode を足したアドレスに読み込まれる。メンバ

AddressOfEntryPoint は.text セクション内にあるプログラムのエントリポイントを指し、

メンバ ImageBase とメンバ AddressOfEntryPoint を足したメモリアドレスが実際のプロ

グラムのエントリポイントとなる。 

この際、ntdll.dllがプロセスにマッピングされる。詳しくは第 10節で解説するが、通常、

DLLはイメージローダーによってロードされる。ntdll.dllには非公開のネイティブ APIが

多数含まれている。 

 関数 NtOpenProcessはプロセスオブジェクトへのハンドルを開き、オブジェクトへのア

クセス権を設定する。 

 この後、PEB をセットアップし、エグゼクティブプロセスオブジェクトのセットアップ

を完了する。 

 

第4節 スレッドオブジェクトの作成 

 

 関数 CreateProcessがスレッドオブジェクトを作成する。 

 『インサイドWindows 第 6版 上』では、ntdll.dll 内にある関数NtCreateThreadがプ

ロセスの最初のスレッドを作成すると書かれているが起動した所を確認できなかった。詳

細と原因については不明。テストした x64 の Windows 7 Ultimate では別の関数を使って

いる可能性もあるが未確認。関数PspCreateThreadを何らかの形で呼び出している筈だが、

この関数については API Monitor ではブレークポイントを貼ることが出来ず、確認できな

かった。この段階ではユーザーモードスレッドの開始アドレスを ETHREAD構造体に格納

する。このアドレスが ntdll.dllの関数 RtlUserThreadStart（スレッドを開始する関数）の

アドレスになる。 

 その他、スレッドの優先度やカーネルスタックの割り当てなどを関数 KeInitThreadを呼

び出して KTHREAD構造体などにセットアップする処理を行う。 

 

第5節 Windowsサブシステムによるプロセスの初期化 

 

 関数NtCreateUserProcessが正常終了した必要なエグゼクティブプロセスオブジェクト

とスレッドオブジェクトの作成は終わっている。次に kernel32.dllがWindowsサブシステ

ムにプロセスを初期化する為にメッセージを送信し、Windows サブシステムの構造体を初

期化する。 
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第6節 最初のスレッドの実行の開始 

 

 ここまでの処理でプロセスが作られ、そのスレッドのスレッドが使用するリソースとス

レッドがプロセスに追加され、Windows サブシステムが新しいプロセスを認識している状

態になる。この時点で最初のスレッドが実行され、関数 KiThreadStartupを呼び出し、プ

ロセスの初期化処理の残りの処理を実施する。この初期化処理の残りの処理には大きく 2つ

の目的があり、ntdll.dllのイメージローダー（Ldrではじまる関数群）がプロセスをセット

アップ出来るようにすること、1つの共通ルーチンですべてのスレッドを起動することです

べてのスレッドを例外処理で包むことである。 

 関数 KiThreadStartup の初期化処理の際、関数 PspUserThreadStartup が呼び出され、

その内部で関数 LdrInitializeThunk を更に呼び出し、イメージローダーへ制御を移行する。 

 

第7節 イメージローダーへの制御の移行 

 

 第 6 節までの処理で Windows でのプロセスの起動と初期化処理が実行されたことにな

る。しかし、これだけではプロセスのエントリポイントからプログラムの実行を開始するに

は処理が足りない。プロセスに対する初期化処理をユーザーモードで更に実行する必要が

あり、この作業を担うのがイメージローダーと呼ばれる ntdll.dll にある Ldr からはじまる

関数群である。イメージローダーは最初のヒープの作成、exeファイルのインポートテーブ

ルの解析と DLLのロード、すべての DLLがロードされた後、IAT（インポートアドレステ

ーブル）を解析し、インポートされた関数を調べるなどの処理を行う。 

 

第8節 イメージローダーによるプロセスの初期化処理 

 

 イメージローダーは起動時に次のような処理を行います。 

  

 .NETアプリケーションかどうかを確認する 

 exeファイルが 32bitで尚且つ 64bitのWindowsで動いている場合、Wow64エンジ

ンを初期化する 

 プロセスのヒープマネージャーを初期化し、最初のヒープの作成する 

 プロセスのカレントディレクトリと既定のロードパスを決定する。このパスは DLL

の検索などイメージファイルを読み込む際に使用される 

  

 以上の処理が終わった段階でアプリケーションに属している実行可能ファイルのインポ

ートテーブルの解析と DLLのロードを開始できる状態になる。 
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第9節 イメージローダーによる DLLのロード、インポートテーブルの解析、依存関係の

解決、IATの解析 

 

 ここから、プロセスの実行可能イメージのインポートテーブルで参照されている DLLを

すべてロードする。このインポートテーブルとは、exeファイルにあるセクションという領

域にある.idataセクションの事を指す。.idataセクションはインポートセクションなどとも

呼ばれ、プロセスの実行可能イメージに必要な DLLの情報がすべて書き込まれている。具

体的にはインポートする DLLの名前、DLLに含まれる関数名の一覧、インポートされる関

数名の一覧などが含まれる。詳細については参考資料を参照すること。 

 インポートテーブルに参照されている DLL をロードした後、ロードした DLL に同じ処

理を行い、DLL のインポートテーブルとすべての依存関係を解析する。この処理は再帰的

に行われる。 

 すべての DLL がロードされた後、idata セクションにあるインポートアドレステーブル

（IAT）を解析し、インポートされた関数を調べる。イメージローダーはインポートアドレ

ステーブルにある関数ごとにある名前とインポートされる関数の序数を基にインポートさ

れた DLL から一致するものを探す。exe ファイルの.text セクションで DLL 内部の関数を

呼び出した場合、CALL 命令のジャンプ先のアドレスは idata セクションのインポートア

ドレステーブルのアドレスを指している（DLL の内部にある関数のアドレスなどは exe フ

ァイルの外にあるアドレスであるので、exeファイルの中で直接アドレスを指すことが出来

ない為、この様な書き方になっていると思われる）が、この段階でメモリにロードされてい

る DLL 内部を IAT にある DLL と関数名を基に検索し、メモリにロードされている DLL

内部にある関数のアドレスを入手し、.text セクションに書かれた DLL 内部の関数呼び出

しの値を IAT から実際にメモリ上にある DLL 内部の関数のアドレスと書き換える処理を

行っている物と思われる。以上のような処理を行うことで exeファイルから DLL内部の関

数への呼び出しが可能になる。 

 この処理の終了後、イメージローダーはいくつかのプロセスの初期化処理を行う。 

 プロセスの初期化処理の終了後、イメージローダーの処理は終わる。 

 

第10節 エントリポイントからプログラムの実行を開始 

 

 この段階まで到達すると、関数 PspUserThreadStartup に処理が戻る。その後、関数

NtContinueが新しいユーザーコンテキストを取得し、ユーザーモードへ戻り、スレッドの

実行を開始します。ここから関数 RtlUserThreadStart が exe ファイルのエントリポイン

ト （ IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 構 造 体 に メ ン バ ImageBase と メ ン バ

AddressOfEntryPointを足したメモリアドレス）を呼び出し、.textセクションにある実際

のプログラムの実行を開始します。 
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あとがき 

 

 以上で本文は終わりです。 

 調べて分かったことをなるべく盛り込んだので、分かりにくい記述になっていないか心

配です。また、調べる事柄の性質上、どうしても「インサイドWindows 第 6版 上」を参

考にした比重が高くなってしまいました。 

 ただ、既に出版されている書籍の要約を作るなど恥ずべき事なので、書籍の内容を鵜呑み

にするのではなく、ツールを使って、実際に呼び出される関数を調べたり、exeファイルの

フォーマットからイメージローダーが設定するプログラムのエントリポイントのアドレス

を算出する根拠など知っている限りの情報を盛り込んでみました。「インサイド Windows 

第 6版 上」で呼ばれているとされていた関数が実際には呼ばれていなかったなど、本を読

むだけでは分からない情報も入れるようにしましたが、いかがだったでしょうか。 

 この書籍がタイトルにあるような疑問に少しでも応える事が出来ていれば、幸いです。 

 最後になりますが、Webサイトや Twitter等の連絡先を掲示しておきます。 

 ご感想、ご質問、間違いの指摘などがあれば、連絡して下さい。 

 Twitterが比較的、応答が早いかもしれません。 

 それでは、この本をお読みいただき、ありがとうございました。 

 

Web 

http://skdo.org/ 

 

Twitter 

https://twitter.com/kimuraya 

 

blog 

http://blog.livedoor.jp/south_kanto_dm/ 

 

Qiita 

http://qiita.com/kimuraya 
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Windows実行ファイル「EXE」の謎に迫る一覧：CodeZine（コードジン） 

http://codezine.jp/article/corner/61 

EXEファイルの内部構造（PEヘッダ） (1/3)：CodeZine（コードジン） 

http://codezine.jp/article/detail/412 

EXEファイルの内部構造（セクション） (1/3)：CodeZine（コードジン） 

http://codezine.jp/article/detail/413 

DSAS開発者の部屋:Windowsに土足で乱入?！ ～ API フックのための予備知識 

http://dsas.blog.klab.org/archives/50908743.html 

DSAS 開発者の部屋_Windows に土足で乱入_！ ～ API フックのための予備知識（続き） 

http://dsas.blog.klab.org/archives/50929583.html 

アレ用の何か PE(Portable Executable)ファイルフォーマット その 2 ～ インポート情

報とインポート関数の列挙 ～ 

http://hp.vector.co.jp/authors/VA050396/tech_07.html 

インポートアドレステーブルと API フック - Web/DB プログラミング徹底解説 

http://keicode.com/windows/win09.php 

逆アセのスス乂 

http://www.interq.or.jp/chubu/r6/reasm/intro.html 

 

調査に使用したツール 

 

API Monitor 

http://www.rohitab.com/apimonitor 

Process Explorer 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb896653.aspx 


