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リンク後の実行イメージに対する Portal 生成法とその評価
小林 良岳

中山 健
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概要
実行中のプログラムに対し，その一部を動的に差し替えあるいは拡張するにはプログ
ラムの実行状態を監視する手段が必要である．しかし，状態監視のためにソースコード
に変更を加えることは，プログラム作成者の負担となり思わぬミスを招く．我々は，コ
ンパイル時に Portal と呼ばれる状況監視のためのコードを，関数の呼び出しポイント
に対して自動生成する Portal Creator(PoC) を実装しているが，生成の方針が静的で
あり，一旦 Portal を生成したコードは必要がない場合でも常に Portal を通過するため
処理時間に対する Portal のオーバーヘッドが加わるという欠点がある．そこで本稿で
は，コンパイル時にはプログラムを Portal 生成に十分となるように修正するにとどめ，

Portal の生成を実行時や実行中に延期できる方法を提案する．また，評価により Portal
を生成するために必要な情報を組み込んだ実行イメージのパフォーマンスが実用の範囲
内であることと，実行後に Portal を組み込んだ場合のパフォーマンスが従来の Portal
と同程度であることを示す．
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Abstract
In order to dynamically replace and extend programs while they are running, some
mechanisms to monitor the current status of them is necessary. However, regarding
modifications to the programs for monitoring would be a burden to the programmers
and error-prone. We already proposed Portal Creator(PoC) which automatically generates a Portal for each function at compile time for the above purpose. But once
Portals are created, all function calls must go through Portal even if it is not used. In
this paper, we propose a method for “lazy” Portal creation, can be postponed until execution time or run-time. At compile time, PoC just modifies program structure and
creates informations to be needed for portal creation. We evaluate the performance
of this method on program execution.

1

はじめに

コスト [1] の削減にもつながる．しかし，動作中の
プログラムはそれぞれ部品が何らかの状態を持っ

システムが動的に変更可能であれば，システム

ているため，プログラムの詳細な実行状態を監視

上で動作中のプログラムにセキュリティパッチの適

し，差し替え直前までの状態を保持したまま変更

用などの必要性が生じた場合でも，動作している

可能なシステムを提供する必要がある．

プログラムに対し機能の追加／削除や変更を行う
ことで対応できる．これは，システム停止に伴う
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実行状態を監視するシステムの実現法としては，
モニタするための専用のシステムコールを作成し
ているもの [2]，リフレクションを用いるもの [3] な
どがある．しかし，どの場合もプログラムに対し
てプログラマが変更を加えねばならず，その作業

(2)

量は無視できない．また，処理時間に対するオー

Portal

バヘッドも問題となる．

Call

Text
Entry point

我々は，プログラム部品の実行状態を判別する

Jump to Function

ための Portal と呼ばれる機構を，プログラムのコ

Return

Return point

ンパイル時に，全てのプログラム部品に対して自

Return

動的に付加することを提案している [4]．Portal を

Data

Processing part
for function

Function
.
.
.
.
Return

Jump pointer

用いることの利点は，プログラマに対してソース

Access flag

コードの変更を要求しないこと，また状態監視を

Counter

optional

必要としない時の状態保持を，カーネルなどの外
部のプログラムに頼らず，個々のプログラム内部

図 1: Portal の構造

で行なうことによりオーバヘッドを抑えていると
いうこと，および実行状態の監視が必要なときだ

Portal は図 1 に示す構造を持つ．Portal の基本
的な役割は，関数の処理に対する呼び出しポイン
トと，関数の処理からの復帰ポイントを提供する
ことである．これを利用することで関数の使用状
況を調べたり，関数呼び出しの制御を行うことが
可能となる．

け，カーネルに監視させることが可能であるとい
うことにある．
しかし，この手法はプログラムコンパイル時に
必ず状態保持のために Portal を埋め込む必要があ
るという欠点がある．つまり，一旦 Portal を生成
してしまうと，多少のオーバーヘッドが生じるこ
とは避けられない．プログラムの種類によっては，
同一の名前をもつプログラムを，システム上に常
駐するデーモンプロセスとして実行したり，常駐
しないプロセスとして実行したりすることがある．
常駐しないプロセスに対して Portal を付加するこ
とは，単にオーバーヘッドを増加させるだけであ
まり意味がない．
そこで，本稿ではリンク後のプログラムに対し
て，プログラム実行時や実行中に Portal を埋め込
む手法を提案する．この手法により，普段はあま
り Portal の必要性がないプログラムが，処理のパ

Portal には，基本データとしてジャンプポイン
タがある．ジャンプポインタは，関数の処理部分
を呼び出す際に用いられる．つまり Portal から処
理部分の呼び出しはポインタを用いたジャンプと
なる．そして，このジャンプポインタの値を変更
することにより関数の処理部分を切り替えること
が可能である．それ以外のデータについては，オ
プションとして提供する．関数の呼び出し状態把
握を行なう Portal では，モジュール内の関数の利
用状況を把握するために，カウンタ，アクセスフ
ラグという 2 つのデータが追加される．以降の議
論では，状態把握用の Portal に焦点を当てる．

フォーマンスをほとんど犠牲にしなくても良くな
るだけでなく，後で必要に応じて Portal を付加す
ることで再構成を行うことも可能となる．
以降の議論では，実装対象となるプログラム言
語を C 言語とし，単に関数といった場合は C 言語
の関数を指す．またモジュールとは，1 つのソース
ファイルをコンパイルしてできるオブジェクトファ
イルを指し，これらモジュールをリンクすること
により実行可能イメージができる．そして，実行
可能イメージを OS 上で実行する際の単位をタス
クとする．モジュール差し替えの最小単位は，モ
ジュール内部の関数である．

2
2.1

従来の Portal の実装
Portal の構造

カウンタは，関数を呼び出す際に 1 インクリメ
ントされ，関数の処理が終了しリターンする前に
1 デクリメントされる．カウンタの値が 0 である
ということは，その Portal によって管理されてい
る関数の処理部分が，その時点で使用されていな
いことを示す．もし，関数の呼び出し回数の統計
を取りたい場合は，Portal 生成時にカウンタをデ
クリメントしないものを生成すれば良い．
アクセスフラグは，Portal に対して呼び出しがあ
ると 1 にセットされる．これを利用して，モジュー
ル差し替え時に状態再現を実行または再実行する
必要があるか否かを判断できる．アクセスフラグ
が 1 であることは，すでにモジュールが一度は利
用されたことを示し，状態再現を行なう必要があ
る．また，状態を再現する前にアクセスフラグを 0
にしておき，状態再現が終了した時にもう一度ア
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Original source code

1: .text
2: func1:
3:
pushl %ebp
4:
movl %esp,%ebp
5:
leave
6:
ret

function_A()
Create a
processing part

Create a Portal

Processing part
for function_A

Portal for
function_A

function_A

図 3: func1() のアセンブラコード
Interface Module

Processing Module

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

図 2: 2 つに分割されるモジュール
クセスフラグを参照する．この時アクセスフラグ
が 1 にセットされているということは，状態再現
中にモジュールに対して何らかのアクセスが行な
われたことを示し，状態再現を再実行する必要が
あると判断できる．

2.2

インタフェイスと処理の分離

通常は 1 つのソースファイルから 1 つのモジュー

.data
_pcounter_func1: .long
0
_aflag_func1:
.long
0
_jpointer_func1:
.long
entp_func1
.text
func1:
jmp
1f
1: incl
_pcounter_func1
movl
$1, _aflag_func1
jmp
*_jpointer_func1
rpoint_func1:
decl
_pcounter_func1
jmp
2f
2: ret

ルが生成されるが，Portal の導入により 2 つのモ
ジュールが生成されるようになる (図 2)．1 つは

図 4: func1() に対する Portal

Portal のモジュールで，これをインタフェイスモ
ジュールと呼ぶ．もう 1 つは，関数の処理部分のモ
ジュールで，これを処理モジュールと呼ぶ．Portal
と関数の処理部分は 1 対 1 に対応するので，イン
タフェイスモジュールと処理モジュールも 1 対 1
に対応する．
2.3

1: .text
2: entp_func1:
3:
pushl
%ebp
4:
movl
%esp,%ebp
5:
leave
6:
jmp
rpoint_func1

図 5: func1() の処理部

従来の Portal の問題点

今までの実装では Portal はコンパイル時に自動
生成することが前提であった．例えば，C 言語で書

モジュールを生成していることで，リンクの作業
が複雑になるという欠点もあった．

かれた内部で何もしない関数 func1() を IA-32[5]
用のアセンブラコードに直すと，図 3 のようにな
る1 ．これに対して，インタフェイスモジュールと
処理モジュールを生成すると図 4 と図 5 に示すコー
ドが作成される．このコードでは Portal から処理
モジュール内部の関数を呼び出す際にも，処理モ
ジュールから Portal への復帰にも jmp 命令を用い
ていた．

Portal を生成しないでコンパイルされリンクさ
れる実行イメージは，通常 call 命令で関数呼出し
が行なわれ，呼ばれた関数は ret で戻る．つまり，

Portal の生成は，今までの関数呼出しの構造を変
更してしまっていたという事になる．また，2 つの
1 以降，アセンブラコードは全て

IA-32 を対象とする．

−11−
3

3

パフォーマンスに関する考察

Portal を提案した当初の目的は，関数呼び出し
の状態把握のためであった．そして，Portal を生
成する際のアプローチを決めるにあたり，処理に
対するオーバーヘッドが問題となり，これを極力
抑える必要があった．そのために，これまでの実
験2 をもとに Portal の実装による処理のオーバー
ヘッドを評価し直す．
まず，Portal をそれぞれ C 言語の関数とアセン
ブラを用いて実装し，Portal を介して何もしない
2 実験は，Intel PentiumIII 500MHz，メモリ 256MB を搭
載した PC/AT 互換機上に FreeBSD-3.4 をインストールして
行なったものである．

を C 言語で実装した場合のオーバーヘッドを求め
ることができる．

表 1: 1 回の Portal 処理時間

Portal 実装言語

処理時間 [ns]

アセンブラ (Pa )

38.1
70.4

C 言語 (Pc )

まず，次式によって，それぞれのアプローチに

比

おけるシステム処理時間 T が求められる．

1
1.84

T =

関数呼び出し (Cf )
システムコール (Cs )

21.8
826.1

(1)

ここで α は，システムコールを利用する場合 Cs ×2，

表 2: 関数呼び出しとシステムコールの処理時間
実行時間 [ns]

Ea − En
× α + En
Pa − Cf

C 言語で Portal を実装する場合 Pc − Cf となる．
システムコールの場合に値を 2 倍しているのは，関
数呼び出しの前後でシステムコールを実行する必
要があるからである．

比

1
37.9

そして，式 1 に実際に値を入れて時間を求めると
状態把握をシステムコールで行った場合は 114.62

表 3: Emacs を make するために必要なシステム

秒，C 言語で Portal を実装した場合は 7.38 秒となっ

CPU 時間
Portal 生成の方針

時間 [s]

た．この結果をそれぞれ処理時間に対するオーバー

比

Portal なし (En )

4.14

1

public 関数のみ生成 (Ep )
全ての関数に生成 (Ea)

4.99
5.23

1.21
1.26

ヘッドとして計算すると，2668% ，78%となる．た
だし，この結果はあくまでも概算であり，実測し
た場合はパイプライン処理などの影響により，小
さくなるとも考えられる．
しかし，何らかの処理をプログラムに加えたと

関数 (図 3) を呼び出した時，表 1 に示す差が生じ

き，少なからず全体の処理への影響があることは

た．表 1 の結果では，C 言語で作成した Portal は

明確である．そこで，オーバーヘッドを極力抑え

アセンブラで作成したものと比べて処理時間が約

る必要性がある．

1.8 倍になることが示されている．この差が生じる
原因としては，C 言語で作成した場合 Portal を呼
び出すためにスタックを操作し，もう一度処理部
分を呼び出すためにスタックの操作を行なうとい
うことが考えられる．

リンク後の Portal 生成手法

4

本章では，リンクされた実行イメージに対して

Portal を生成するための手法を提案する．基本的
な考え方は，以下の 2 つである．

さらに，C 言語の関数呼び出しとシステムコー

• 関数呼び出し形式を直接呼び出しから間接呼び
出しへ変更．
• 呼び出しからの復帰の際，Portal を通過可能な
プログラム構造へ変更．具体的には，ret 命令に
対して位置の一覧を作成し，ret 命令を Portal
への jmp 命令に書き換え可能な構造にする．

ルの差を比較することにより (表 2)，システムコー
ルを利用して実装するというアプローチは一般の
運用において，効率面に関しては有利でないと考
えた．ただし，モジュール差し替え時にはカーネ
ルレベルでプログラムの実行状態を確保する必要
があり，その時だけはオーバヘッドを伴ったとして
も，カーネルに対して作業を依頼することは必要

4.1

である．これを実現するために，Portal には必要
に応じてカーネルに制御を移行できるようになっ
ている [4]．
また，FreeBSD のカーネルに対し Portal の生成
を行い，Emacs-20.5 の make を行なった時のシス
テム CPU 使用時間を測定した (表 3)．ユーザ CPU
時間については，どの場合も約 67.7 秒になった．
表 1 から表 3 の結果を利用することにより，状
態把握をシステムコールで実装した場合と，Portal

関数呼び出しの視点

Portal の生成について述べる前に，まず関数呼
び出しの視点について確認する．関数の呼び出し
は，呼び出し側から見る場合 (図 6) と，呼び出さ
れる側から見る場合 (図 7) がある．どちらの視点
から考えるかによって，リンク後の Portal 生成に
関する方針が変わる．
Portal が生成されていないコンパイル後のモジ
ュールがリンクされ，メモリ上で実行されている
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時，関数呼出しは call 命令で行なわれ，呼び出さ

execution path
data reference

れた関数から呼び出した関数へは ret 命令で戻る

function body
data

caller

ということが前提となる3 ．このリンク後のイメー

call *func

callee
eadr_func:

ジに対して Portal を生成することを考えた時，次
ret

の 2 点を考慮する必要がある．

ret

• 関数呼び出し時に Portal を通過させる方法
• 呼び出された関数から Portal を経由して復帰す
る方法
4.2

func: eadr_func

図 8: ポインタを利用した間接呼び出し

関数呼び出し時の Portal 通過手法

callee
eadr_func_1:
ret

まず，関数の呼び出し方法についてであるが，

caller

Portal を生成した後に関数呼び出しをする時，Portal を呼び出せるようにするためには，呼出し先を
関数本体ではなく，Portal にリダイレクトする必
要がある．この時，次に示す 2 つの方法が考えら
れる．
• Portal を生成する必要がある関数を呼び出して
いるポイントを全て見つけリストを生成する
• コンパイル時やソースの作成時に全ての呼び出
しポイントを見つけて関数毎にリストを生成し
ておく
まず，Portal を生成する必要がある関数を呼び
出しているポイントを全て見つける手法であるが，

call *func

callee
eadr_func:
ret
ret
func: eadr_func_1

図 9: ポインタ書き換えによる呼び出し先変更
えた時，それはプログラミングに依存することと
なる．つまり，関数呼び出しの関係が多ければ多
いほど，始めに生成しておかなければならないリ
ストが多くなり，リソースの面から有効ではない．
これら 2 つの手法では，管理しなければならな

これは実行中のイメージの全ての部分に対してコー

いものが，対象関数の呼び出し部分であることが

ドの検証を行なう必要がある．これは，その処理

前提であった．そして，この 2 つの手法に共通す

の複雑さの面から見たとき，適当ではない．

る欠点としてあげられるものは，管理しなければ

次に，呼び出しポイントのリストをコンパイル
時やソースコード作成時に作成する手法であるが，

1 つの関数呼ばれる場所がいくつあるかについて考

ならない呼び出し部分が分散しているという点で
ある．これは，図 6 の視点で見ているからである．
もし管理しなければならない呼び出しポイント
が 1 つになれば，この問題は解決される．そこで，

caller

callee

関数呼び出しを図 7 の視点から考え，呼び出され

func1:

call

る側が正しい呼び出しポイントに導くという手法
をとる．これは，従来の Portal で用いていた手法

call func1

と同様に，ポインタを用いた間接呼び出しにする

return

ことで実現できる (図 8)．そして，Portal を生成
する際には，関数を指すポインタを変更すること
図 6: 呼出し側からみた関数呼出し
caller

により Portal や任意の関数へのリダイレクトを行

callee

なう (図 9)．

return

4.3

call
return
return
return

return

関数から Portal を経由する復帰手法

Portal を動的に追加する場合，呼び出された関
数から復帰する際にも Portal を通過する手段を提
供する必要がある．

return...

図 7: 呼ばれる側からみた関数呼出し

関数を呼び出す側から見た時 (図 6)，呼び出す
関数は呼び出した関数から ret 命令で復帰するこ

3 大域脱出のケースを除いた場合

5
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とを期待する．つまり，呼び出された関数のどの部

ことで復帰するポイントを把握し，そこを書き換

分から戻ってくるということは問題ではない．呼

えることにより Portal に対して制御を渡すことが

び出し時には，復帰ポイントがスタックに push さ

可能となる．これにより，リスト操作やスタック

れ，呼び出された関数から復帰する際には pop さ

操作に関する処理が省略され，パフォーマンス面

れる．この状態で Portal を生成することを考えた

では有利となる．この変更に関する詳細は，次章

とき，呼び出し時に Portal を呼び出せたとしても，

で述べる．

スタック上に push されている復帰ポイントは呼び
出した関数の呼び出しポイントの次の命令を指し

Portal Creator への変更

5

ており，このままでは復帰時に Portal を通過する
ことができない．

5.1

そこで，この問題を解決するために，復帰ポイン

PoC の機能と変更点

タを一旦保存し，書き換えてから対象関数を呼び

今までの議論をもとに，PoC への変更を行なった．

出すという手法が考えられている [6]．しかし，こ

PoC は Portal をコンパイル時に自動生成するプロ
グラムである．これにより，プログラマが手作業で
プログラムへ変更を行なう場合と比べ，Portal を
生成するためのプログラム作成時のミスが軽減さ
れる．従来の PoC の機能には以下のものがある．

の手法では，復帰ポインタを保存するためのコス
トがかかる．これは，今までの Portal の実装と比
較した場合，Portal を生成した後のオーバヘッド
が大きくなり，パフォーマンスへの影響が大きい．
既に [4] では，関数の呼び出し状態を把握するた
めの Portal のオーバヘッドが検証されているが，
その実験でもおよそ 20%から 30%のオーバーヘッ
ドがかかっていた．よって，復帰ポインタを保存

1. Portal の生成
2. モジュール内部のシンボル情報の生成
3. モジュール内部から参照される関数やデータへ
のポインタの生成

するためのコストをさらに加えることは，好まし

今回の変更点は，主に 1 に関するものであり，そ

くないと考えられる．復帰ポインタ保存のための

の変更は次に示すものである．

処理時間に対するコストは，次の 2 つの作業によ

• Portal を直接生成せず，後に Portal 生成に必要
となる情報を生成
• インタフェイスモジュールと処理モジュールと
いう 2 つのモジュールを生成せず，処理モジュー
ルのみを生成

るものである．

• 復帰ポインタの保存するための領域指定
• Portal へ戻るための復帰ポインタの再設定
これを実現するためのは，復帰ポインタを保存
するための領域を確保する必要がある．パフォー
マンス面で有利になるように領域を確保するには，

5.2

Portal 生成用の情報の生成

連続領域を確保しておくと良い．もし，保存領域
が分散した場合，そのリストをハッシュなどで確

今までの PoC では，どの関数に Portal を生成

保しておく必要があり，リスト操作のためのコス

するかに関して，以下の 2 つの方針をコンパイル

トが余計にかかるからである．

時に選択できた．

しかし，復帰ポインタ保存のための連続領域を
確保した場合においても問題が発生する．例えば，
再帰呼び出しが頻繁に行なわれるプログラムでは，
復帰ポインタを保存する領域が増え続け，十分な
領域が確保されていなかった場合に，プログラム
が正しく実行されなくなる．
そこで，図 7 に示した呼び出された関数からの
視点で考えると，関数呼び出し時に復帰ポインタ
を保存しないアプローチが考えられる．つまり，コ
ンパイル時に処理モジュールに対して Portal への
復帰をすることを予想したコードの生成を行なう

• 全ての関数：モジュール内部でのみ使用される
private 関数を含む全ての関数に対して生成．
• Public 関数：モジュールの外部に公開している
public 関数に対してのみ生成．
Portal の生成をリンク後に行なうことが可能に
なることにより，上記の生成方針も実行中の実行イ
メージに対して Portal を生成する際に指定すれば
よい．そこで，PoC では全ての関数に対して Portal
が生成可能となるようにしておく必要がある．
PoC による情報の生成は，次の手順で行なわれ
る．

6
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caller
call *func

portal

callee

padr_func: jmp *jmpp_func
retp_func:

eadr_func:
jmp retp_func

ret
jmpp_func: eadr_func

jmp retp_func
func: padr_func

図 12: Portal 生成後の状態

1. ソースコードをコンパイルする時，直接オブジェ
クトを生成せずに，アセンブラコードを生成
2. 生成されたアセンブラコードをもとに関数のエ
ントリとシンボル情報を全てとりだす
3. 全ての関数のエントリポイントを call が使うポ
インタに変換
4. call 命令をポインタを用いた間接呼び出しに
変換
5. 全ての ret 命令にタグを付ける
6. ret 命令の後ろに復帰ポイントへのポインタ格
納スペースを確保
7. 最後に生成されたアセンブラコードをアセンブ
ルして処理モジュールを生成
例えば，図 10 に示す C 言語のコードから PoC
によって生成されるアセンブラコードは図 11 のよ

1: int func1(){func2();}
2: int func2(){}

うになる．

6

Portal を利用する必要があるタスクに対しては，
実行時または実行後に Portal の生成を行うことが
可能である．まず，PoC によって生成され実行さ
れるコードは，図 8 に示した構造を持つ．図 8 の
callee に対する Portal 生成を例にとると，Portal
の生成は次の手順で行われる．
1. Portal を生成する関数用の Portal のコードを
生成
2. 関数内でタグを付けられている ret 命令の後ろ
に確保されている復帰ポインタ領域に，Portal
内の復帰ポイントへのアドレスを設定
3. 関数へのポインタを Portal に向ける
4. 関数内の ret 命令を Portal に対する jmp 命令に
書き換える
この作業により，図 8 に示した関数呼び出しと
復帰は，図 12 のように変更される．

図 10: オリジナルの C 言語のコード
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

.text
entp_func1:
pushl %ebp
movl %esp,%ebp
subl $8,%esp
call *func2
leave
tagret_func1_1:
ret; nop; nop; nop; nop
entp_func2:
pushl %ebp
movl %esp,%ebp
leave
tagret_func2_1:
ret; nop; nop; nop; nop
.data
func1:
func2:

Portal の生成

.long entp_func1
.long entp_func2

図 11: PoC によって変換されたアセンブラコード
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評価

PoC による関数呼び出し形態変更による処理時
間への影響を調べるために，評価を行なった．評価
には図 13 に示す構造をもつプログラムを用いた．
メインループから関数を 1 億回呼び出し，1 回の平
均値を求めた．実験は，PentiumIII 550MHz，メ
モリ 256MB を搭載した PC/AT 互換機に Aya オ
ペレーティングシステムをインストールして行っ
た．結果を表 4 に示す．
表 4 の結果では，PoC による関数呼び出しの変
更を行ったものには，何も変更を行わなかったも
のと比べて，約 11%のオーバーヘッドが生じてい
ることがわかる．これは，呼び出し形式を直接呼
び出しから間接呼び出しに変更した影響である．
また，従来の Portal と，PoC による変更を行っ
た後に Portal を生成したものとの間には，変更な

9

Call

Main
loop

まとめ

nullfunc()

本稿では，リンク後の実行イメージに対して実

Return

行時または実行後に Portal を生成する手法を示し
た．この手法では，モジュールを作成する際に PoC

図 13: 評価に用いたプログラムの構造

によってあらかじめ Portal を生成するための機構
を組み込んでおくことにより，Portal 生成の要求
表 4: コード変更による処理時間への影響
コードへの変更
変更無し
従来の Portal

PoC による変更のみ
PoC+ Portal 生成

時間 (ns)

20.7
34.9
23.0
36.8

に柔軟に対応することが可能である．また，この

比

変更による処理パフォーマンスへの影響は少なく，

1
1.68
1.11
1.77

実用に耐える程度であることが示された．今後は，
リンカへの変更を行うことで，静的リンクと動的リ
ンク両方の手法が利用可能となる方式を提供する．
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ドの増加となり，従来の Portal を基準にした場合
は，約 5%のオーバーヘッドの増加となった．
しかし，以上の実験は，関数内で何も処理を行
わなかった場合を対象としたものである．表 4 の結
果より，変更を行わないものと PoC による変更を
行ったものの差を求め，その差を 500MHz の CPU
を利用した場合に換算してから式 1 を利用してオー
バーヘッドを求めると約 4%となる．また，全ての
関数に Portal を生成した場合は約 29%となり，表

3 の結果と比べると約 3%の増加にとどまる．よっ
て，これらの結果から，PoC による変更の処理へ
の影響は少ないと考えられる．
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関連研究
EEL[7][6] や MDL[8] では，実行中のプログラム

に対して変更するための手段を提供している．し
かし，新しく挿入するコードを実行するために，レ
ジスタの保存が必要であったり，実行中のコード
の解析が必要である．これらのアプローチは，本
稿で示したコンパイル時に情報を生成しておくと
いうアプローチと比べ，処理のパフォーマンス面
で不利である．
また，文献 [9] や結 [10] 動的リンカでは，リン
ク機構を利用して実行状態把握をサポートしてい
る．しかし，これらの手法では動的リンカを利用す
る特性上，静的リンクされたコードに対するコー
ドの生成や状態把握ができないという欠点がある．
そこで，本稿で示した手法と，組み合わせて利用
することにより，柔軟にプログラムの構成を変更

[9] 山本淳, 谷口秀夫. 動的リンクを利用した実行中プロ
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山健, 前川守. モジュール差し替え時のプログラム
構造変化に対応する動的リンカ. コンピュータシス
テム・シンポジウム論文集, pp. 65–72, November
2001.

したり実行状態把握を行うことが可能となると考
えられる．
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