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組込み機器向け bsdiff 改良方式の実装と評価
福田勇輔 1

野澤優尚 1 寺島美昭 2 小沼寛 3 清原良三 1

概要： デバイスの小型化や低価格化により IoT(Internet of Things)が普及し，スマートフォンや自動車，施設，ロボッ
トなどありとあらゆるものがインターネットにつながり情報のやり取りをしている．これに伴い，コンテンツの多様
化，大容量化が加速している．また，これらのデバイスは常に稼働しているものや，常に最新のソフトウェアを必要
とするため，不具合修正のためのアップデートや，バージョンアップを必要とするものが多い．これらは PC や携帯
電話のように比較的高速なネットワークに接続されているとは限らない．例として自動車などに搭載されている ECU
を更新する場合などは CAN というバス型のネットワークが用いられており，これは低速である．また，一般には低
速度な無線ネットワークでマルチホップ接続されるケースもある．こういった低速度なネットワークを経由する場合
には更新のためのデータ量の削減が求められる．本論文ではデータ量削減のための有力な手法である差分更新技術の
採用を前提とし，効果的に差分をとれると評価されている bsdiff をさらに改良する手法を提案し評価した．その結果，
わずかではあるが効果を確認できた．
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不具合が増加している．それにともない，出荷後の不具合

1. はじめに

修正が重要となっている．

近年，各種デバイスの小型化や低価格化によりIoT

不具合の例として，フォルクスワーゲンのディーゼル車

( Internet of Things )でネットワークに繋がる小型のデバイ

に不正なソフトウェアが組み込まれていたり，フィアット

スやセンサが普及し，スマートフォンや自動車，各種施設，

クラスターのソフトウェアにバグが見つかったりなどして，

ロボットなど，ありとあらゆるものがインターネットにつ

リコールされている[2]．これらの不具合修正の方法として，

ながり情報のやり取りをしている．これにともない，コン

工場や配信元で修理することにより解決している．

テンツの多様化，大容量化が加速している．

最近のソフトウェア更新は携帯電話やPCの更新を自宅

また，これらのデバイスは常に稼働し，継続的なセンシ

でできるなど，一般ユーザーなどにもなじみのある機能で

ングサービスや機器の制御をしていることが多く，機能を

ある．ECUのソフトウェアはこれらに比べるとはるかに小

停止することは，サービスの質の劣化を意味することが多

さい．しかしながら，工場や，配信元でのソフトウェア更

い．あるいは，常時稼働しているわけではなくても，いつ

新には車載ネットワークの利用が必要不可欠であり，車載

使われるかわからない状態であり，サービスを停止できな

ネットワークの標準となっているCANの速度は最速1Mbps

いものもある．

と，ブロードバンド通信と比べると非常に低速である．ま

これらの機器の多くは，常に最新のソフトウェアを必要

たコネクテッドカーや自動運転車の登場によりソフトウェ

とすることが多い．そのため不具合修正や機能の更新や拡

アの頻繁な更新が考えられ，データ量は削減に対する要求

張のためのソフトウェアのアップデートを必要とするもの

は高い．

が多い．

また，各種IoT機器においても，環境をセンシングする程

例として車載システムでは，ADAS(Advanced Driver

度ならばソフトウェアの更新の必要性を感じないかもしれ

Assistance System ) やABS (Antilock Brake System)など多く

ないが，セキュリティ的な側面やネットワークの効率化な

の機能が実装されており，それによりECUは年々増加して

どの点から頻繁にソフトウェアの修正があることが想定で

おり，1台あたりの搭載されている70個以上である[1]．ま

きる．しかも，各機器同時に更新を必要とする場合もある．

たシステムの大規模，複雑化により出荷後のソフトウェア

実際にそういったケースに備えたソフトウェアの更新の研
究もある[3]．
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本論文ではソフトウェア更新の対象となるネットワー
クのトポロジーとその特徴を整理した上で，いずれの場合
にも必要とされる差分圧縮技術に着目した．バイナリコー
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ド向け差分符号化方式のなかでも圧縮率が高いとされる方

いる．

式の一つであるbsdiff [4]をECUやIoT機器などに良く使わ

一方文献[3]示すようなセンサネットワークはマトリッ

れる組込みCPU向けソフトウェアに適した改良を行い，デ

クス上の無線ネットワーク上に同一 CPU が並ぶ．更新する

ータ量削減に関して提案手法の評価を行う．

際は，個々のコードは同じであることが多いが，同時にす

2. IoT や車載 ECU ソフトウェア更新の特徴

べてのノードのソフトウェアを更新する必要性が高い．ま
た各ノードの配置環境がそれぞれ違う場合もあり，そのた

図 1 に示すように車載 ECU は，少数の複数バス上に各

め消費電力が異なったり，障害物などにより通信環境が悪

ECU が接続されており，更新をする際は，必要なデータを

い場合も存在する．IoT 機器のネットワーク図を図 2 に示

PC やカーナビなどのネットワークに接続されたデバイス

す．

または USB などでデータを取得できるデバイスに入れた

このように様々なネットワークトポロジとルーティン

上で，PC やカーナビから対象となる車載 ECU に向け，車

グ方式，データの内容が考えられる．いずれの場合もデー

載ネットワークを経由して送信する．個々の ECU は部品メ

タ更新を行う場合はサービスを一時的に停止しなくてはな

ーカも異なることも多く，機能も違う．

らないため，データの配信時間と書換え時間を短縮するた

従って，複数の ECU に対してそれぞれ異なった実行コー

めに迅速なデータ圧縮が必要である．

ドを必要とするため更新情報も個々の ECU ごとに異なる．

また，ネットワークの速度と，フラッシュメモリの書き

個々の ECU のコード量は，携帯電話や PC のソフトに比べ

換え速度の比によって，サービスの維持に対して工夫すべ

ると小さい．ネットワークトポロジにはバス型が採用され

きポイントが変わる．図 3 に示すように，携帯電話やＰＣ

ており，機能分散型で同一バス上に各種 ECU が接続されて

の場合はネットワークの速度が速くダウンロード時間より
むしろ書換え時間が問題となる．
一方，IoT や車載 ECU はネットワークの速度が遅く，書
換え量は小さいため，課題となるのはデータ転送量である．
本論文では，データ送信量を抑えるために利用される差分
圧縮方式に関して，良く知られた効率的なアルゴリズムを
組み込み機器向けに改良の余地があると考え，その特性を
評価する．

3. 関連研究
ソフトウェア更新を考える際，重要なのはいかに製品のサ
ービス停止時間を短くできるかである．ソフトウェア更新
時間を短縮するための要点として以下の 3 点である．

図1

車載 ECU のネットワーク図

1.

ソフトウェア構成

2.

ダウンロード時間

3.

ROM への書き換え時間

以下にそれぞれの関連研究とその課題を示す．

データ書き換え時間

ダウンロード時間

典型的な，PCや携帯電話のソフトウェア更新時間

ダウンロード時間

データ書き換え時間

ＥＣＵやIoTデバイスのソフトウェア更新時間

図３

図 2 IoT 機器のネットワーク図
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ソフトウェア更新の特性

3.3 ROM への書き換え時間
3.1 ソフトウェア構成

最近の携帯電話などでのソフトウェア更新はほとんど

開発者がソフトウェア開発を行う際や，出荷後のソフト

時間が気になることはない．理由としては，NAND 型フラ

ウェアの不具合修正する場合，ソフトウェア構成を気にし

ッシュメモリを採用しており，プログラム実行中でも更新

なければバグの温床になりかねない．そこで開発者が気に

を行うことができるからである．それでも．実行時の高速

することなく，構成管理において不具合の修正における影

化を狙って，実行コードを NAND フラッシュメモリ上に圧

響を局所にとどめて，ソフトウェア全体に及ぼす影響を抑

縮して配置するような場合が，こういった場合の対策は必

える研究がある[4]．

要であり，その対応策を示した研究もある[7][8]．

ソースコード上では一部のみの変更であるがバイナリ

ECU などの車載機器や各種 IoT 機器は NOR 型フラッシ

コード上では命令の追加や削除などによりずれが生じ，参

ュメモリを採用しているため実行中に更新をすることがで

照先のアドレス値が変わることや，レジスタのアサインが

きないか，搭載されている RAM が少ないため実行中の書

変わることで，直接変更が加わっていない部分でも差分と

き換えができない．そのため，書換え時間を考慮する必要

して見られる場合がある．そのため全体をモジュール分割

がある．ECU ソフトウェアのダウンロード時間は低帯域の

することによりこの参照関係の問題を解決している．

車載ネットワーク CAN を利用しているため，ソフトウェ

文献[4]では差分が出にくい構造を提案しているため，

ア更新の大きな要因となると考えられる．

差分データ量を抑えることができるとともに，書換え範囲

また，継続的なセンシングサービスを提供している機器

も限定できるため，大規模なソフトウェアに対して非常に

は，機能が停止することでサービスの低下となるため更新

有効な手法である．しかし， ECU のソフトウェアや IoT

に必要なデータ量の削減をすることが重要と考えられる．

デバイスのソフトウェアの場合は，フラッシュメモリの消

3.4 セキュリティ

去ブロックの大きさに比べて小規模であり，開発者サイド

サービス停止時間の削減とは関係ないようにみえるが，

の手間と比較すると効果が薄く，採用すべき手法ではない．

セキュリティ的な要件を満たした上でのデータ量削減が望

3.2 ダウンロード時間

ましい．多くの場合，各デバイスのソフトウェアはソース

ソフトウェア更新時間は更新データのダウンロード時

コードは公開されていないものの，バイナリデータから一

間と ROM への書込み時間からなる．更新時間を T とした

定の推測は可能と考えられる．また，ソースコードの流出

場合，データ量を D，転送速度を V，書換え時間を R とす

がないともいえない．

ると以下の式で表すことができる．
T(D，S) =

D
V

+ R(S)

そこに，悪意あるソフトウェアの更新がかけられると，
自動車の ECU の場合など人命にかかわることもある．その

(1)

ため，十分に考慮する必要性があり，コードのダウンロー

ここで転送速度が速い携帯電話などは V が大きくなり更新

ド元の正しさ，ダウンロードコードの改ざんの有無，書換

時間は書き換え時間 R(S)への依存が高くなる．しかし，車

え後のソフトウェアの正しさといった観点で，安全性を担

載ネットワークで使われている CAN では低速なため更新

保する必要がある．

時間が長くなってしまう．また IoT 機器に用いられるもの

携帯電話やＰＣのソフトウェアなどは人命にかかわらな

は CPU の性能やメモリの性能も高くない．そのためデータ

いとはいえ，プライバシーにかかわるデータや様々な機密

量の削減が効率よく更新時間を削減できると考えられる．

データの流出につながる．そのため十分検討されおり，実

即ち差分抽出を行う方式の採用が必要であり，数多くの

装もされているが，データ量が大きいためセキュリティ的

方式が提案され[5][6]，様々なソフトウェアに対して評価さ

な情報がデータの上に加わっても影響は少ない．

れている．なかでも効率の良い方式は差分の発生する原因

一方，車載 ECU や IoT データにおいては，データ量が小

を考慮した差分抽出方式で，命令コードの中でもデータや

さいため，セキュリティ的なデータを加えることが，無視

飛び先のアドレスの変化に対して代わりやすい情報の部分

できないケースがある．例えば，CAN では１回のデータの

に着目して工夫した方式が効率良いとされている．文献

送信はわずか 8 バイトでしかないためである．また書換え

[5][6]ともに同様な部分に着目した方式である．文献[5]の

機能を搭載すると，そのプロトコルを推測してしまえば

方式は，差分抽出後にさらに汎用圧縮をすることにより効

CAN にアクセスする車載の OBD ポートを利用することに

果のある手法である．

より，だれでもデータを見て，改ざんできることとなり大

一方文献[6]は組込み型の CPU を意識した方式であり，
差分を抽出後の圧縮までは考えられていない．そのため，

きな問題である．IoT を考慮してもセキュリティ的側面は
欠かせない．

文献[5]の方式をベースに組み込み型 CPU の特性に合わせ
た方式を本論文では提案，評価することとする．

しかしながら，本論文では，まずはデータ量の圧縮の可
能性を追求することとし，セキュリティ的な考慮は別途検
討することとし，圧縮に特化することとする．
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4. Bsdiff とその課題

(1)の部分は全く同じ領域でありソースコードは同じであ

本節では，ベースとなる Bsdiff の差分圧縮方式を概観す
る．

り参照先なども全く不変な領域である．(2)の部分ではソー
スコード自体に変更はないが，参照先の配置アドレスが変
化してしまい差異として見られている領域である．また，

4.1 Bsdiff とは
Bsdiff [5]は差分符号化アルゴリズムの 1 つである．差分
符号化とは，データの格納や転送を完全なファイルとして
ではなく，旧ファイルと新ファイルの差分情報を用いるこ
とでデータ量を削減する方法である．bsdiff は， 汎用の PC

同じ関数内でもソースコードの一部を変更した場合，レジ
スタの使用方法が異なるので同じ関数内でも修正をしてい
ない部分にも影響がでる場合もある． (3)は追加や削除さ
れたコードである．
そこで bsdiff では差分判定に一定の閾値を用いて差分を

向けの差分抽出手法として評価されており他の差分符号化
と比べて高い圧縮率で知られている．bsdiff は新旧のファ
イルを比較し，差分ファイル生成する．bsdiff では以下の

検出している．しかしながらこれは命令コードは同じだが
参照先アドレスが変更された場合，バイナリコード上では
この違いを正確に判断することは難しい．そこで bsdiff で

動作を繰り返すことで行われる．

は完全一致した領域の前後に 50%という閾値をもってコー
1.

共通文字列の検出

2.

検出した文字列の範囲拡張

3.

検出した文字列の差分判定

ドを判断している．50%以上であれば新規のコードと判断
し，50%以下ならばアドレス部が違う可能性が高いと判断
している．図４に示すように，コードの探索方法は以下の
3 つのステップで探索する．

(1) 共通文字列の検出
始めに新版のファイルと旧版のファイルを比較し，共
通の文字列を検出する．これはいわゆる diff のアルゴ
リズムで LCS(Longest Common Subsequence) [9]を発見

1.

コードを前方から探索

2.

コードを後方から探索

3.

前後探索によりおおよその不一致部分を特定

するアルゴリズムに基づく．検索は，接尾辞配列と二
分探索を用いることにより高速に行われている．また，
バイナリデータであるものの，命令コードは多くの場
合 1 バイト単位で見ることが効率的であるため，文字

このように実行することにより，参照先アドレスの違いの
みがある領域と全く新しいコードが入った不一致領域を特
定する．
一方，曖昧な領域は差分として扱われても，追加として

列として扱うことで，差分を抽出する．

扱われても，データのサイズは若干変わるものの差分情報

(2) 検出した文字列の範囲拡張
次に，検出した共通文字列の領域を一定の閾値以上の
差分が出るまで拡張する．これは全く同じコードの前

を適用して，旧版から新版を作成することには何ら問題が
生じない．そのため，曖昧な閾値での判断で問題ない．
また，新版と旧版で比較を行った際に，bsdiff ではコー

後は，単にアドレスの参照が違うだけの部分が多く，
その様な部分を見つけることを意味している．コード
が全く違う場合は，一定の領域の部分は全く違うコー
ドになるはずで，閾値をすぐに超えるものと想定する．
この閾値は bsdiff では経験的に決められており，i386
CPU で評価されている．組込み機器で良く使われる固

ド同志の減算処理を行うため，一致する領域部分の値は連
続した 0 で表現される．このような文字列は非常に圧縮し
やすく bzip2 や gzip などの汎用的なデータ圧縮アルゴリズ
ムにより効率よく圧縮することができ，結果として効率の
良い圧縮アルゴリズムと考えることができる．

定長の CPU の場合は，その特性が変わるため工夫の余
地があると考える．
(3) 検出した文字列の差分判定
差分領域は差分情報と追加情報の 2 つに分けられ，そ
れらはパッチファイルとして各ブロックに保存される．
また，新旧バイナリファイルを比較すると以下の 3 領域
に分けられる．
1.

全く同じ領域

2.

基本的には同じだが参照先のアドレスや直値部分の
オペコード中レジスタアサインのみが違う領域

3.

図４参照アドレスが変わる場合

全く新しいコードが追加，削除されている領域
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表1
ソースプロ

ファイルサ

グラム

イズ

a

946

b

464

c

表2

旧ファイル詳細

792

ステップ数

新ファイル詳細

実行ファイ

改良したソ

ファイルサ

ルのサイズ

ースプログ

イズ

39

6622

ラム

22

5831

A

1087

43

7478

6350

B

631

26

5831

C

829

33

6362

32

4.2 Bsdiff の課題
しかしながら bsdiff は i386 などの可変長命令アーキテク

ステップ数

実行ファイ
ルのサイズ

6. 評価

チャに対して作られている．そのため全体のどの部分がア

提案手法の評価として差分ファイルサイズの縮小化を

ドレス部なのかを判断しにくい．一方で，IoT デバイスや

目的とし，従来の bsdiff のパラメタ―を変更するとともに

車の ECU などは固定長命令の CPU を採用している．また，

生成したパッチファイルのファイルサイズを評価する．

コード全体もそれほど大きくないため，どの部分が直値か

表 1，2 に評価で利用したプログラムのサイズを示す．評

を判断することが可能だと考える．そこで，従来より，下

価対象は，組込み機器のプログラムとして比較的小さなサ

記改良を提案していた．

イズのプログラムで評価とした．実行ファイルは CPU とし
て ARM を想定し，ファイルのフォーマットとしては ELF

(1) 一致領域の判断基準の bsdiff を固定長命令向修正

フォーマットで評価している．

(2) レジスタアサインのずれ

また，評価対象はステップ数としてはわずかであるが，
標準ライブラリを利用するなど実行形式になると一定のサ

これらの手法はパラメタ―を変更するとサイズが変わると

イズとなっている．ソフトウェアの更新は，ソースコード

いうような一定の評価はされているものの，組込みＣＰＵ

上のみでの変更であり，標準ライブラリの変更はないもの

でどの程度の影響があるのかといった観点など評価されて

とする．そのため，全体からみると小さな変更となってい

いない．そのため，一致領域判断基準に関して詳細な評価

る．
これらの実行ファイルに対して提案手法を用いた bsdiff

を行う．

を使い，パッチファイルを生成した．生成したパッチファ

5. 提案手法

イルのファイルサイズを表 3 に示し，グラフ化したものを

bsdiff は可変長命令用に作られており，ソースコードの

図 5 に示す．

変更をしていないのにも関わらず新旧版のバイナリコード

表 3 からは，閾値が 65%の付近の時に最もファイルサイ

を比較した際に差分が発生するのは参照先のアドレスが変

ズが小さくなったことが確認できる．図 5 に示したグラフ

更されているからである．

からは 5%から 65%まではそれほど大きな差は見られない

しかし不具合の修正が軽いものであれば参照先のずれ

が，70%から 95%はパッチファイルのサイズが大きくなっ

は一定の幅に収まっていることが多い．bsdiff ではこの性

ている．原因としては 70%以上一致と考えると明確にアド

質を利用して新旧のバイナリファイルを比較し，同じパタ

レスだけが変わる部分を指定できた場合が最小値になり，

ーンの部分を見つけることにより圧縮の効果を生んでいる．

それ以上違うにもかかわらず一致とみなした場合は極端に

この参照先アドレスのみが変更されている場合と完全

差分サイズが大きくなることを示している．

ソ ー ス コ ー ド を 書 き換 え てい る の を 区 別 す る にあ た り

従って，安全を見ると，50% 程度を閾値においてもか

bsdiff では 50%という閾値を設けて判断している．しかし

まわないが，で可能な限りまで閾値を大きくするこが望ま

車載 ECU や各種 IoT デバイスでは固定長 CPU が採用され

しいことがわかる．

ていることが多い．そのため固定長命令が使用されており，

また，対象とするプログラムの差分を抽出するための時

1 項目あたりのバイト数は固定である．そこで固定長命令

間計算量は，そのサイズの 3 乗に比例すると言われている

ならば可変長命令と違い命令も固定されているので 50%と

が，対象とするサイズが小さいため，PC 上での計算時間は

いう閾値は固定長命令用に適していないと提案されていた．

無視できるほど小さい．そのため，閾値を変更しながら数

そこで従来の報告では最適なパラメターを検討し，50%

度差分を抽出し，最適なサイズが取れた時点で正式な差分

という閾値を変更していた．そこで bsdiff の閾値の違いと

とするといった運用も可能であると考える．

探索するコードのオペコードからアドレスを判断すること
で直値の判断をすることができると考える．
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表3

提案手法を用いたパッチファイル

%
旧
→

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

2860

2860

2860

2860

2860

788

788

788

788

788

788

788

788

788

794

794

780

781

789

3152

3152

3152

3152

3152

711

711

711

711

711

711

711

712

703

717

729

696

696

3884

3884

3884

3884

3884

3884

新
a
→
A
b
→
B
c
→
C

ス部の違いを明確に指定できた場合のみパッチファイルの
サイズが減少し

，閾値以上違うにもかかわらず一致領

域とみなしてしまった場合は差分が大きくなるため，パッ
チファイルのサイズが大きくなると考えられる．
しかし ECU や IoT 機器を対象とする場合，更新するファ
イルサイズは比較的小さいため各機器ごとに必要なファイ
ルそれぞれの最適な閾値を判断し，最適なサイズが取れた
時点で差分ファイルを生成しそれぞれにパッチを当てるこ
とが有効であると考える．
また，今回の評価対象は著者の作成した典型的なソフト
ウェアであり実際の ECU や IoT 機器に使われているソフト
ウェアではない．そのため実際のコードよりも規模は圧倒

図 5 提案手法を用いたパッチファイル

的に小さい分，インライン展開やレジスタ参照の回数も少
ないと考えられる．これにより本来ならばより圧縮できる

7. まとめ

部分が実際のコードではあまり圧縮がされていないと考え
られる．よって実際の効果を評価するためには，実際の

本論文ではソフトウェア更新において考えられる部分
と対象となる機器の代表的なネットワークのトポロジーを

ECU や IoT 機器で評価する必要がある．

考え，いずれの場合でも重要と考えられる差分圧縮に着目

さらに，本論文ではスコープ外としたセキュリティ的な

した．バイナリコード向け差分符号化方式のなかでも圧縮

要件を検討する必要がある．小さなデータに対して各デー

率が高いとされる方式の一つである bsdiff の活用を念頭に

タが信頼できるところで作られたものかどうか，途中改ざ

いれ，bsdiff が可変長命令 CPU 向けに作成されており，組

んされてないかどうかといった観点で安全性を確保しよう

込み機器によく使われる固定長命令 CPU に対しては改善

とすると圧縮での削減以上のデータを必要とする可能性も

の余地があるのではないかと考えた．

ある．即ち，転送プロトコルとともに検討する必要がある．
今後プロトコルレベルの検討に進み，本方式が有効な活

そこで ECU や IoT 機器などに良く使われる組込み CPU
向けソフトウェアに適した改良を行い，それらに対する最

用方法の検討を進める予定である．

適な一致領域の判断基準となる閾値の評価を行った．
評価の結果，僅かながらではあるが 50%という大まかな
閾値ではなく，65%付近の時がもっとも小さいパッチファ
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