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概要：現在の OS ではメモリやストレージ資源を節約するために動的リンク共有ライブラリが活用されて
いるが，動的管理から派生するいくつかの問題がある．動的リンクではサーチパス置き換え攻撃，GOT 書
き換え攻撃などのセキュリティの問題やライブラリ依存関係の管理問題がある．これらの問題は静的リン
クに置き換えて解決することが一般的には示されているが，現在のオープンソースではソースコード中に
動的リンクであることを明示する dlopen() が多く使われているため，コンパイルオプションのみで静的リ
ンクにすることが難しい．本論文では動的リンクから派生する問題を実行形式ファイルにすべての動的リ
ンク共有ライブラリを取り込む自己完結型に変換することで対処できることを示す．自己完結型はすべて
の動的リンク共有ライブラリを含むため静的リンク以上にメモリやストレージを要求して資源を浪費する．
この問題は重複除外の技術を適用することで抑制できることを示す．重複除外はストレージやメモリで同
一データを見つけ，共有することで物理的消費容量を削減する技術であり，自己完結型で冗長になった部
分の浪費を抑制できる．本論文では自己完結型と重複除外を組み合わせることにより物理資源の浪費を抑
えつつ，動的リンクから派生する問題の抑制が行えることを示す．
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Abstract: Current operating systems include dynamic linking of shared libraries to reduce memory and
storage consumption. Dynamic resource management techniques are prevalent; however, they may cause
problems. Dynamic linking has security problems, called search path replacement attack and GOT overwrite
attack, and gives rise to the management problem called Dependency Hell. In general, these problems are
solved by static linking. However, much open source software uses dlopen(), which explicitly uses dynamic
linking. Such software is diﬃcult to change to static linking with a compiler option. This paper introduces
self-contained binaries, which include all necessary dynamically linked shared libraries into a binary, in order
to solve the problems caused by dynamic linking. A self-contained binary requires more memory and storage
than statically linked software, but resource consumption can be reduced by deduplication. Deduplication
is a technique that shares diﬀerent instances of the same data on storage and memory. The combination of
self-contained binaries and deduplication mitigates the problems caused by dynamic linking, while reducing
resource consumption.
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現在の OS はメモリやストレージ資源を節約するために
論理的共有の技術が活用されている．動的リンク共有ライ
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ブラリはその 1 つで，共通に使われる関数を共有するこ

アプリケーションは SLINKY における手法では対応でき

とでメモリやストレージの容量削減を可能にする．この技

ない．また，論文 [16] でも重複除外を単一 OS に活用して

術は有用であるが，最近ではセキュリティや管理の問題が

いるが，静的リンクへの移行の理由が明確ではない．本論

指摘されている．たとえば，動的リンク共有ライブラリは

文は下記の項目を明らかにし，動的リンクから派生する問

サーチパス環境変数により共有ライブラリファイルを動

題を抑制する．

的管理するが，これを利用して悪意のあるライブラリに

1） 現在のオープンソースソフトウェアではコンパイルオ

置き換える攻撃がある [20]．ヒープオーバフローを利用し

プションのみで共有ライブラリを動的リンクから静的

て動的リンク共有ライブラリの関数テーブルである GOT

リンクへと変更することが難しいこと．すなわち，動

（Global Oﬀset Table）を書き換え，悪意のある関数を呼び

的リンクから派生する脆弱性を解決するために，静的

出す攻撃もある [6], [13]．また，ライブラリのバージョン
管理から派生する依存関係管理の問題もある．

リンクで解決することが難しいこと．

2） 動的リンクの脆弱性はすべての動的リンク共有ライブ

これらの問題の一般的な解決策は共有ライブラリを静的

ラリを実行形式ファイル内に保有する自己完結型に変

リンクすることであるが，いくつかの課題がある．まず本

換することで低減されること．また，自己完結型への

来の目的であった資源削減ができないことである．また最

変換は再コンパイルを要求しないため，1）であげた静

近のオープンソースソフトウェア（OSS）ではライセンス

的リンクが難しいソフトウェアにも適用できること．

の問題から，静的リンクによってコンパイルすることが難

3） 自己完結型により個々の実行形式ファイルが共有ライ

しい場合がある．たとえば，ライセンス条件の異なる複数

ブラリを保有して冗長になるためにメモリやストレー

の OSS を組み合わせて新たな OSS を作成する場合，ライ

ジが浪費されるという問題がある．この問題は同一

センスの不整合をライブラリ化することで回避しているこ

データを共有して物理資源の浪費を抑制する重複除外

とがある．この場合，当該 OSS では dlopen() を使って明

の技術で緩和できること．

示的に動的リンクが指定されていることが多いが，このよ

以下，2 章で動的リンクから派生する問題を説明する．

うな OSS はコンパイラのオプション指定によって静的リ

3 章で動的リンクから静的リンクへの変更の困難さを示し，

ンク化することはできない．

4 章で自己完結型に変えることで静的リンクの代用ができ

本論文では上記の問題を個々の実行形式ファイルにすべ
ての動的リンク共有ライブラリを取り込む自己完結型に変
換することで解決を図る．自己完結型への変換は疑似静的
リンクとも呼ばれ，ライブラリ依存の実行形式ファイルを

ることを示す．5 章で重複除外の技術を解説し，6 章で性
能評価を示す．7 章で考察を述べ，まとめを 8 章で述べる．

2. 動的リンクから派生する問題

別のディストリビューションでも利用可能にする変換手法

この章では，動的リンクから派生する各種の問題をまと

である．この変換により動的リンクから派生する問題を抑

める．なお，これらは静的リンクで基本的に解決可能で

えることに活用する．しかし，自己完結型では使用しない

ある．

関数を含め共有ライブラリ全体を取り込むため，メモリや
ストレージの使用量は静的リンク以上になり，動的リンク
の目的であった計算資源削減を達成できない．

2.1 サーチパス置き換え攻撃
動 的 リ ン ク で は 環 境 変 数（Linux で は

本論文では自己完結型への変換により計算資源の消費が

LD LIBRARY PATH）の 設 定 に よ り サ ー チ パ ス を 変

増大することを，重複除外技術を用いて緩和する手法を提

更することでプロセスの実行ごとに共有ライブラリファイ

案する．メモリ重複除外 [1], [2], [7], [11], [21] は同一デー

ルの置き換えが可能である．再コンパイルする必要なく，

タのメモリページを物理メモリ上で共有して消費を抑え

またプロセスごとに管理が行えるためにライブラリの開発

る．ストレージ重複除外 [12], [16], [17], [19] でも同様に同

には便利であるが，これが攻撃に使われることもある [20]．

一データのブロックを物理ストレージで共有して消費を抑

サーチパスはユーザ空間の環境変数のために，攻撃対象

える．

の実行形式を変更することなく，悪意のある共有ライブラ

重複除外を OS のセキュリティ強化に活用する手法はす

リファイルへ導くことが可能である．サーチパスが変わっ

でに SLINKY [4] で提案されている．SLINKY では動的リ

てもライブラリ名および関数名が同一ならば，何の警告

ンクを静的リンクに置き換えるために，問題となるメモリ

メッセージを表示することもなく，関数に悪意のあるコー

やストレージの容量増加を重複除外の技術で抑制する提案

ドが含まれていても気がつかない．これは呼び出し元が呼

である．しかし，SLINKY はカーネルやパッケージ管理

び出し先を確認する機構がないことによる脆弱性であり，

ツールを改変して重複除外の機能を付加する手法であり，

動的リンクの弊害の 1 つである．

任意の OS に適用できるものではない．また，dlopen() に
よってソースコードに明示的な動的リンクを指定している
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2.2 GOT 書き換え攻撃

トウェアはすぐに実行できる実行形式ファイルが提供され

動的リンクする関数はコンパイル時には決めることがで

ている場合が多い．この実行形式ファイルは動的リンクが

きないため，コード内に呼び出しアドレスを直接書くこと

想定されており，静的リンクに変更するには関連ライブラ

ができない．このためにヒープ領域に GOT（Global Oﬀset

リを含めた全ソースコードの入手および再コンパイルが要

Table）と呼ばれる関数管理のテーブルを作る．GOT は関

求される．たとえソースコードを揃えても静的リンクして

数を呼び出すまで関数アドレスを解決しない遅延評価を行

よいかはライセンスに依存する．ライセンスによっては静

うことで，呼び出されない関数がある場合は関数アドレス

的リンクする場合にはそのライセンスに従う条件になるの

を解決しないことで処理を省くことも可能にする．

で，双方のライセンスが合わなければ静的リンクすること

GOT 書き換え攻撃 [6], [13] とはこのテーブルが上書き

が許されない．たとえば，LGPL（Lesser General Public

される攻撃である．GOT はデータセグメントにあるため

License）では，すでに LGPL が適用されているプログラ

にヒープオーバフローの攻撃などで上書きが可能である．

ムと静的リンクするプログラムは派生プログラムとして扱

静的リンクでは読み出し専用のコードセグメントに書かれ

われ，LGPL の適用が強制される．このため LGPL とライ

るために書き換えが不可能であるが，読み書き可能なデー

センスが競合するソースコードは静的リンクできない．一

タセグメントでは保護することができない．

方，LGPL で提供されたライブラリを動的リンクするプロ

セキュリティ問題ではないが，GOT の作成はオーバヘッ

グラムは，LGPL の適用を受けないとされる．このように

ドが大きいという問題もある．特に起動時に GOT を生成

静的リンクできないライセンスの問題回避のために動的リ

する場合では関数アドレス解決を多量に行う必要があり，

ンクが活用されている．

これが起動時間に影響を与える．グラフィカルユーザイ

動的リンクと静的リンクは一般的にはコンパイルオプ

ンタフェースに KDE を使う場合は起動時間のうち約半分

ションで指定できるものであるが，dlopen() を利用すると

が関数アドレス解決に使われており，遅い起動の原因に

ソースコードで明示的に動的リンクを指定することがで

なっている．この問題は関数アドレス解決を事前に行う

きる．dlopen() で指定されると共有ライブラリをコンパ

方法（Linux の prelink，Windows の rebase，MacOS X の

イルオプションのみで静的リンクすることができず，先

prebinding）が解決策としてある．

にあげた問題の解決はソースコードの改変を必要とする．

dlopen() が使われている箇所が少ない場合は改変の作業量
2.3 ライブラリ依存関係問題
動的リンクに対しては，ライブラリの依存関係地獄（De-

pendency Hell）と呼ばれる管理の問題がある．Windows
では DLL Hell と呼ばれる問題で，共有ライブラリに対し

も少ないが，多用されている場合は改変作業が大変困難と
なる．この割合は実験を通して 6.1 節で示す．

4. 自己完結型実行形式

互換性を失うような変更が行われた場合に，ライブラリを

本論文は共有ライブラリを動的リンクから静的リンクに

呼び出すプログラム側がそれを区別することができないこ

置き換えて動的管理から派生するセキュリティの問題解決

とに起因する．アプリケーションによっては利用するライ

を目指すが，3 章で示した理由により現在のオープンソー

ブラリファイルをアプリケーション本体と同じディレクト

スソフトウェアでは簡単ではない．本論文では共有ライブ

リに配置し，サーチパスを固定することでこの問題を回避

ラリを静的リンクするのではなく，既存の動的リンク共有

する策がとられる．しかし，動的リンクのサーチパスの書

ライブラリを 1 つの実行形式ファイルに取り込む自己完結

き換え攻撃や優先順位などの問題があり，完全な解決策に

型にすることでこの問題の解決を図る．

なっていない．Windows では同じライブラリで異なるバー

自己完結型は疑似静的（pseudo-static）リンクとも呼ば

ジョンを同時にインストールできるようにしたうえで，ア

れる．動的リンク共有ライブラリに依存するアプリケー

プリケーション側は必要に応じて自分の使用したいライ

ションを別のディストリビューションでも利用可能にする

ブラリのバージョンを明示的に指定できる SxS（Side by

ために開発された技術である．自己完結型では既存の動的

Side）と呼ばれる仕組みでこの問題の解決を図っている．

リンク共有ライブラリを呼び出し元の実行形式ファイル内

3. 静的リンクへの移行の困難さ
動的リンクから派生する問題は静的リンクに変えること

に収め，疑似的な静的リンクに変換したものである．自己
完結型への変換は，再コンパイルを必要とせず，実行形式
ファイルのみから行うことが可能である．変換方法として

で解決できることはセキュアプログラミングガイドライ

Linux ならば statiﬁer [15]，ermine [5]，reducebind [14] が

ンなどで解説されているが，現状のオープンソースソフト

あり，Windows ならば VMware ThinApps（旧 Thinstall）

ウェアでは動的リンクされているものを単純に静的リンク

がある．

に変更することはできない．まず，Linux のバイナリパッ
ケージ管理を代表するように，現在のオープンソースソフ

c 2012 Information Processing Society of Japan


940

情報処理学会論文誌

Vol.53 No.3 938–949 (Mar. 2012)

4.1 自己完結型による問題解決
自己完結型では 2 章で取り上げた動的リンクから派生す
る問題を以下の条件で抑制することができる．

含む実行ファイルはすべて再生成されなくてはならない
が，その実行ファイル数が多数に及んだ場合は工数が膨大
となる．この工数が懸念されるが，prelink のようなパッ

サーチパス置き換え攻撃は，自己完結型への変換により

ケージの依存関係と連動した管理手法と同等の対処ができ

すべての共有ライブラリを疑似静的リンクとして実行形式

ると考える．prelink は個々の実行形式が実行時に必要と

ファイル内に収めることによって防止することができる．

する動的リンク共有ライブラリのロードアドレスを事前に

逆に述べると一部の動的リンク共有ファイルを動的リンク

決定する最適化ツールであるが，パッケージダウンロード

として残した場合にはそこが攻撃対象として残るため，そ

後にユーザ環境において実行形式に適用される．静的リン

のような変換ではサーチパス置き換え攻撃を完全に防げ

クの場合にすべて実行形式ファイルの再コンパイルを要求

ない．

されることに比べれば prelink と同等の手法は労力が小さ

GOT 書き換え攻撃に対しては，GOT に書かれるアドレ
ス情報が自己完結型へ変換する際に事前に確定して実行形

く有効と考える．この対応技術については 7 章の考察で述
べる．

式ファイル内に書かれており，書き換え攻撃を受けても書

なお，自己完結型への変換をオープンソースのライセン

き換えの検知を可能とする．しかし，現在の自己完結型変

スが認めるかは個々の案件であり，かつ技術的な問題でな

換ツールでは検知機能を提供していないため，この機能は

いため本論文では議論しない．

十分ではなく自己完結型変換ツールの課題である．
ライブラリ依存問題については，サーチパス置き換え攻
撃の説明と同様にすべての共有ライブラリを実行形式ファ
イル内に収めることができれば発生しない．

4.3 Statifier の実装
2 章で取り上げた動的リンクから派生する問題を解決す
るには 4.1 節であげた機能を有する自己完結型実行形式へ

上記の機能は 4 章冒頭であげた自己完結型変換ツールで

の変換ツールを利用すればよい．対象となる変換ツールは

提供されており，statiﬁer，ermine，reducebind では問題

いくつかあるが，本論文ではオープンソースソフトウェ

なく条件を満たす．ThinApps でも同様の機能を提供する

アで詳細が公開されて変換手法が明確である statiﬁer を

が，1 つの実行形式ファイルに取り込む共有ライブラリが

用いた．Ermine は statiﬁer と同等の機能を有するが，商

限られており，取り込めなかった共有ライブラリに対して

用のため詳細が公開されていないため実験対象から外し

は自己完結型による動的リンク問題の抑制効果が受けられ

た．reducebind は利用できる環境が古く，x86 アーキテ

ない．また，GOT は ELF 実行形式ファイルの問題であ

クチャに限られているため，実験対象から外した．また，

り，Windows では対象外となる．

ThinApps ではすべての共有ライブラリを含めないため採
用しなかった．以下，statiﬁer の実装の詳細とその利点に

4.2 自己完結型の欠点

ついて述べる．

静的リンクでは共有ライブラリのうち必要な関数のみを

statiﬁer は自己完結型へ変換する前に通常の実行形式の

実行形式ファイルに含めるのに対して，自己完結型への変

ロード作業を行い，共有ライブラリの再配置情報を取得す

換は動的リンク共有ライブラリファイルをそのまま実行時

る．ローダ（ld-linux.so）が ld start() を終えた時点のメ

形式ファイルに取り込んでいるために冗長になる．しかし，

モリスナップショットに再配置情報があるので，それを抽

冗長部分は共有ライブラリのために同一データであり，次

出する．抽出した再配置情報と動的リンク共有ライブラリ

に紹介する重複除外の技術を利用すれば下位のレイヤで共

自身が ELF 実行形式ファイルにデータとして収録される．

有され，物理資源の浪費を防ぐことができる．静的リンク

statiﬁer は Linux のシステムコールで使われる特殊ライブ

と自己完結型とのサイズの違いは 6.2 節で比較する．自己

ラリ（ファイルとしては存在せず，カーネルから提供され

完結型の冗長部分が重複除外によってどの程度に抑えられ

るライブラリ）の linux-gate.so やローダである ld-linux.so

るかは 6.3 節と 6.4 節で確認する．

も ELF 実行形式ファイルに収録する．statiﬁer で改良され

自己完結型では共有ライブラリのアドレス配置を固定化

た ELF 実行形式ファイルには starter と呼ばれるコードが

してしまうため，コードを再利用する return-to-lib 型の攻

先頭に埋め込まれており，このコードが実行時にメモリス

撃が容易になってしまう問題が懸念される．この問題は

ナップショットをとった時点のイメージに戻す．starter は

変換ツールも認識しており，ermine など ASLR（Address

データとして収録されている共有ライブラリも読み出し，

space layout randomization）によるアドレス空間配置の

コードとして扱えるようにメモリ空間配置やアドレス解決

ランダム化の適用を可能にしているツールもある．

を行う．この手法は関数アドレスを事前解決する prelink

自己完結型では共有ライブラリにセキュリティの問題が

と似ているが，1 つの ELF 実行形式ファイルに動的リンク

あった場合の対処も懸念される．共有ライブラリが多くの

共有ライブラリがまとめられているため，外部からのロー

自己完結型に含まれている場合に，当該共有ライブラリを

ドがなく安全である．
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statiﬁer で作成された ELF 実行形式ファイルは INTERP
セグメントを取り除いてしまっているためにカーネルから
は動的リンクがないと認識される．ldd コマンドによって
も動的リンクによるライブラリは表示されない．実行時に
も共有ライブラリがサーチパスを使ってロードされること
はなく，2 章で説明したサーチパス置き換え攻撃を完全に
防ぐことができる．

statiﬁer を適用した ELF 実行形式は GOT が残ってお
り，書き換えの脆弱性はなくなっていない．しかし，自己
完結型ではヒープ領域にメモリスナップショット状態を書

図 1

メモリの重複除外の概念図

Fig. 1 Conceptual diagram of memory deduplication.

き出してデータ配置を変えているため，既存のヒープオー
バフローによる GOT 書き換え攻撃をそのまま適用できな

除外はアーカイブツールやファイルシステム，仮想ブロッ

い．また，statiﬁer がライブラリのロードアドレスを固定

クデバイスなど複数のレベルでの実装がある．本実験では

するため，検証コードを付加すれば GOT 攻撃されても固

任意のファイルステムを対象にできる仮想ブロックデバイ

定化されたアドレスと比較して検出を可能にする．

スレベルの重複除外を利用する．なお，ストレージ重複除

statiﬁer では ELF 実行形式ファイル内に動的リンクライ
ブラリを含めてしまうため，ライブラリ依存関係問題は起

外を全自己完結型に適用できればどのような実装でも使用
量増加の抑制は行える．

こらない．また，ライブラリが更新した場合は statiﬁer を
適用しなければならないが，既存のディストリビューショ

5.1 メモリ重複除外

ンで提供されているバイナリパッケージのみで対応可能で

メモリ重複除外はメモリ内の同一データのページを見つ

あり，再コンパイルなどの新たな負担を提供側にかけるこ

け，集約する技術である．プロセスが fork した際に Copy-

とがない．

OnWrite でメモリを共有する技術とは別に，任意のプロセ

5. 重複除外

ス間で同一データのページを共有する技術である．メモリ
使用量を抑制する有効な技術であるが，現在利用可能なメ

データの重複を見つけ，その部分を間接参照で共有する

モリ重複除外を活用にするには個々のソフトウェアを改良

ことにより，物理的資源の消費を抑える重複除外の技術は

する必要がある．このため本論文では全プロセスを一括し

メモリおよびストレージデバイスで活用されている．この

てメモリ重複除外するために仮想マシンを用いて実験を

技術を利用することにより自己完結型で問題となるメモリ

行った．

とストレージに使用量の増加を抑制する．

仮想マシン上のメモリ重複除外は図 1 に示すように主

自己完結型では実行時に各プロセスが確保したメモリに

に複数の仮想マシンインスタンスに対する機能として実現

共有ライブラリを個別に割り当てるため，メモリ使用量が

されている．仮想マシンモニタの管理する疑似物理メモリ

増加する．メモリ重複除外により使用量増加の抑制を目指

（pseudo physical memory）のうち，同一データのページ

すが，すべてのプロセスを一括してメモリ重複除外の対象

は実物理メモリ（real physical memory）の間接参照で集

にする必要がある．現状ではメモリ重複除外を有効にする

約する．複数のインスタンス間ばかりでなく，1 つのイン

には個々の実行形式を変更する必要があり，簡単ではない．

スタンス内でも同一データのページがあれば集約できる．

このため本論文では全プロセスを一括してメモリ重複除外

仮想マシンモニタ上でのメモリ重複除外の初期の実装

するために仮想マシンを用いて実験を行った．仮想マシン

には Disco の Transparent Page Sharing [2] があり，この

は 1 つのプロセスとして扱われ，このプロセスにメモリ重

機能は VMWare ESX の Content-Based Page Sharing [21]

複除外を適用した場合，仮想マシン上の OS で実行するプ

に拡張されている．また，Xen においては Diﬀerential En-

ロセスは一括してメモリ重複除外の対象となる．また別の

gine [7] と Satori [11] がある．いずれも仮想マシン上のゲ

利点として，仮想マシンを用いることでメモリ重複除外の

スト OS に意識させることなく，メモリの集約を行う．仮

機能がない OS においてもその効果を確かめることができ

想マシンモニタ以外の実装としては Linux kernel 2.6.32 か

る．なお，メモリ重複除外を全プロセスに適用する OS が

ら採用された Kernel Samepage Merging [1]（KSM）があ

あれば仮想マシンを用いる必要はなく，自己完結型による

る．KSM はプロセス間で共有のメモリイメージを集約す

メモリ容量の増加の抑制が行える．

る機能である．汎用の機能であるが，主に Linux の仮想マ

自己完結型では共有ライブラリを実行形式ファイルに含
めるためにストレージの使用量が増加する．ストレージ重
複除外により使用量増加の抑制を目指す．ストレージ重複
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任意のプロセス間のメモリ重複除外が行える KSM を使っ
て実験を行った．KSM はカーネルスレッドである ksmd が
プロセスの使用メモリを定期的に監視し，重複したページ
を共有するメモリスキャン型メモリ重複除外である．監視
の効率化から重複除外の対象となるメモリはシステムコー
ル madvise で指定する必要がある．つまり，個々のプログ
ラムで明示的に重複除外対象メモリを宣言する必要があ

図 2 ストレージの重複除外の概念図

り，Linux 上のすべてのプロセスが自動的に対象になるわ

Fig. 2 Conceptual diagram of storage deduplication.

けではない．本章の冒頭で紹介したようにすべての自己完
結型を一括してメモリ重複除外にするのは容易ではない．

ハッシュ値が異なる追記管理（WORM: Write Once Read

幸い，仮想マシンモニタ KVM では使用するメモリを重

Many）が可能となり，更新前の状態にロールバックする

複除外対象にするように KSM の設定がなされおり，自動

ことが可能であるという特徴も持ち，アーカイバとして注

的に仮想 OS が利用するメモリは一括して重複除外対象と

目さている．

なる．本論文では KVM と KSM を組み合わせた環境を活
用して，仮想 OS 上のプロセスが自己完結型への変換によ

近年，重複除外を仮想マシンの仮想ディスクに適用し，
多人数が利用するクラウドコンピューティングでのスト

り仮想マシン上のメモリ使用量を増加させるが物理メモリ

レージの効率化が研究されている．Liguori らは論文 [10] で

では抑制されることを検証する．なお，本論文の実験は OS

複数の Linux ディストリビューション（Fedora，Ubuntu，

の全メモリが重複除外対象となれば条件を満たし，可能な

OpenSUSE）間の重複除外の効果を調べ，8 KB アライメ

らば仮想マシンを用いない他の重複除外の実装でもかまわ

ント分割で 10%以上の共有があることを明らかにした．ま

ない．

た，Jin らは論文 [8] で 1 つの仮想ディスクイメージ内での
重複除外の効率を調べ，ゼロクリアされたブロックが効率

5.2 ストレージ重複除外

良く重複除外されていることを明らかにした．須崎らは論

ストレージ重複除外はメモリ重複除外よりは応用範囲が

文 [16], [17] で OS のディスク先読み機構（Linux カーネル

広く，ストレージの世代管理やバックアップなど活用され

の readahead）機能を生かすために CAS においてもファ

ている．この技術はファイルシステム，仮想ブロックデバ

イルステムの再配置が重要であることを示した．いずれも

イス，バックアップツールなどでいくつかのレベルでの実

OS の構成は変えておらず，ストレージ重複除外による容

装方法がある．ファイルシステムとしては ZFS や btrfs が

量削減や性能の向上を明らかにした．

対応しており，仮想ブロックデバイスとしては Plan9 の

本論文では，仮想ブロックデバイスレベルの重複除

Venti [12] や CASPER [19]，LBCAS [16], [17] がある．ま

外として LBCAS（LoopBack Content Addressable Stor-

た，バックアップツールとしては Symantec や NetApp か

age）[16], [17] を利用した．LBCAS は 6.4 節で述べる動的

ら製品が販売されている．いずれの実装でも目的とする自

な読み出し容量などの性能評価が可能なことから採用した．

己完結型への変換によるストレージ容量増加の抑制が行え

LBCAS では図 2 で示した CAS の機能を Loopback ファ

るが，本論文では任意のファイルステムを対象にできる仮

イルに適用したものである．一定サイズで区切られたスト

想ブロックデバイスレベルで実装されている重複除外を利

レージデータをチャンクと呼び，各チャンクはその保持す

用する．この仮想ブロックデバイスと 5.1 節で述べた仮想

るデータの SHA-1 ハッシュ値により名付けられる．保持

マシンと組み合わせることで任意の OS が起動可能なファ

するデータが同じチャンクは SHA-1 ハッシュ値が同一にな

イルシステムを収容することができる．

るために重複除外される．仮想ディスク上のアドレスに対

仮想ブロックデバイスレベルの重複除外の多くは CAS

応するチャンクは SHA-1 のリストである Indexing テーブ

（Content Addressable Storage [12], [16], [17], [19]）として

ルにより管理される．本論文では OS が起動可能なファイ

提供されている．CAS は図 2 に示すように物理アドレス

ルシステムを収容した LBCAS を仮想マシンモニタ KVM

ではなくデータブロックのハッシュ値でデータを管理する

に適用して実験を行った．LBCAS 上のファイルシステム

技術である．データの読み書きをデバイス固有のアドレス

に自己完結型に変換した実行形式ファイルを保存し，スト

からブロックのコンテンツを表現するユニークなハッシュ

レージ重複除外の効果を確認した．

識別子（図 2 の Indexing テーブル）に変換してアクセス
する．異なる物理ブロックアドレスに同じデータがある場

6. 性能評価

合はそれら 1 つのデータブロックで表現されるため総容量

本論文では実験対象 OS として Gentoo Linux（i686，ker-

を削減できる．たとえばゼロクリアされたストレージの領

nel: 2.6.31）を使用した．Linux ディストリビューション

域は 1 つのデータブロックのみで表現可能である．また，

は多くあるが，ほとんどがバイナリパッケージ管理を標準
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としており，ソースコードをすべて集めるのは容易ではな

表 1 statiﬁer による ELF 実行形式ファイル（1,162）の増加割合

い．Gentoo はインストールする計算機上でコンパイルを

Table 1 Increase caused by statiﬁer on 1,162 ELF ﬁles.

行って対象計算機に合う最適化を行うことを特徴としてお
り，すべてのソースコードを比較的容易に得ることができ
る．このために本論文の確認事項の 1 つである静的リンク
への変換可能性の調査を容易にする．
本章では動的リンクを標準とする Gentoo の ELF 実行形
式ファイルを対象に，6.1 節において静的リンクへの移行
の困難さを解析し，6.2 節において statiﬁer による自己完

手法が求められる．

結型の効果を調べた．6.3 節と 6.4 節において自己完結型
に変換した ELF 実行形式を対象にメモリおよびストレー
ジの重複除外による物理資源の効率を調べた．

6.2 動的リンク，静的リンク，自己完結型の比較
次に自己完結型への変換可能性について調べた．4 つの

Gentoo は仮想マシン KVM 上で重複除外機能付き仮

ディレクトリ/bin（82 ファイル），/sbin（74），/usr/bin

想ディスク LBCAS（31 GB の ext3，1 GB の swap 領域）

（912）
，/usr/sbin（94）内で動的リンクを用いる ELF 実行

にインストールした．statiﬁer の適用は OS の起動で必

形式ファイル（1,162 ファイル）に statiﬁer を適用し，す

要な ELF 実行形式ファイルを含む 4 つのディレクトリ

べての動的リンク共有ライブラリを自己完結型に変換でき

（/bin，/sbin，/usr/bin，/usr/sbin）に絞り込んだ．メモリ

ることを確認した．この変換ではソースコードを必要とせ

重複除外にはホスト側に Linux 3.6.32 を用意して KSM を

ず，任意のディストリビューションで適用可能である．ま

利用した．KSM は仮想マシン KVM で動作し，4 KB ペー

た，ldd によってもライブラリが表示されず，動的リンク

ジ単位でメモリ重複除外を行う．KVM の仮想マシンイン

による呼び出しがないことが確認できた．つまり，サーチ

スタンスには 768 MB のメモリを割り当てた．

パス置き換え攻撃や依存関係問題が起こらないことが示さ
れた．

6.1 静的リンク移行の困難さ

この変換による容量の増加を表 1 に示す．通常の Gen-

静的リンク移行の困難さを解析するために，Gentoo の

too で 4 つのディレクトリの総容量は 878.7 MB であった

ソースコードに dlopen() が含まれている割合を調べた．こ

が，statiﬁer により 3,572.9 MB となり，容量が 4.07 倍に増

こで調べたソフトウェアは多くの Linux ディストリビュー

加していた．平均の ELF 実行形式ファイルは 75.6 KB が

ションで共通しており，静的リンクの困難さの程度は他の

3,074.8 KB になった．これらのうち最大の増加を示したも

ディストリビューションでも同じである．

のは/usr/bin/gnome-open であり，22 個の動的リンク共有

使用した Gentoo の 407 パッケージ内，26 パッケージ

ライブラリを内包して 5,400 B から 8,732,672 B（1,617.16

内に dlopen() 関数が含まれていた．このパッケージには

倍）になっていた．最小の増加は/sbin/route で起こり，6

glibc，libX11，glib，libxml，openssl，openldap などのラ

個の動的リンク共有ライブラリ（linux-gate.so, ld-linux.so,

イブラリも含まれており，最終的に ELF 実行形式が静的

libc.so, libgcc.so, libstdc++.so, and libm.so）を内包して

リンクで作成できるかは関数レベルでの依存関係による．

3,426,340 B から 6,094,848 B（1.78 倍）になっていた．

このため，Gentoo コンパイルオプションに静的リンクを

1,162 ファイルのうち，6.1 節で確認した静的リンクとし

指定して再作成を行い，ELF 実行形式が静的リンクに変換

て再コンパイル可能であった ELF 実行形式ファイル 164

できるかを確かめた．/bin，/sbin，/usr/bin/，/usr/sbin

個との比較を表 2 にまとめた．表 2 より静的リンクと

以下の ELF 実行形式ファイル 1,162 個のうち 164 個（/bin

statiﬁer の総容量の差は 2.63 倍であり，statiﬁer による容

内で 57 個，/sbin 内で 22 個，/usr/bin 内で 76，/usr/sbin

量増加が確認できる．最大の増加は bzip2recover で起こ

内で 9 個）が静的リンクに変更可能であった．この割合

り，3 つの動的リンク共有ライブラリを含み 5.99 倍大きく

（14.1%）は低く，静的リンクに変更することで動的リンク

なっていた．また，最小の増加は busybox で起こり，7 つ

から派生する問題を解決することは難しいことが分かった．

の動的リンク共有ライブラリを含み 1.56 倍大きくなってい

また，今回の比較はすべての実行形式ファイルをソース

た．statiﬁer で変換された ELF 実行形式ファイルはいずれ

コードから作成する Gentoo を対象にしたために比較的容

も静的リンクよりも大きくなっていることが確認できた．

易に確認することができたが，通常のバイナリパッケージ

この結果からメモリおよびストレージの資源がより多く消

のみの提供では動的リンクの依存関係を解析してソース

費されることが明らかであり，重複除外による抑制が望ま

コードを入手する必要があり，静的リンクに変更するのは

れる．

容易ではない．このため，多くのディストリビューション
ではソースコードなしで実行形式ファイルから変換できる
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図 3 通常の Gentoo および statiﬁer を適用した Gentoo の起動後安定時におけるメモリの重
複除外（KSM）の効果．縦軸は（4 KB）メモリページ数．左図はゲスト OS からの要求
と実際の物理メモリの割当てを示す．右図は重複除外の構成要素を示す

Fig. 3 Eﬀect of memory deduplication (KSM) on normal and statiﬁer Gentoo at stable state after booting. Height indicates number of memory page (4 KB). Left
ﬁgure shows the request from GuestOS and the allocated real memory. Right
ﬁgure shows memory deduplication on data elements.

表 2

静的リンクと statiﬁer（164 ファイル）におけるサイズの違

れ，75,064 ページから 29,732 ページ（39.6%）へ減少して

い．() は通常の動的リンクを使った ELF 実行形式ファイルと

いた．KSM は通常の Gentoo でも若干効果があり，物理メ

の差．[] は statiﬁer と静的リンクの差

Table 2 Size comparison between static linking and statiﬁer
on 164 ﬁles. The number in parentheses indicates
the diﬀerence from the original binary (dynamically

モリページが 32,706 から 30,410 への 93.0%に減少してい
た．このことは通常の Gentoo でもメモリ重複が若干存在
していることを示している．KSM により statiﬁer によっ

linked). The number in square brackets indicates the

て増加したメモリページは共有され，通常の Gentoo とほ

diﬀerence from static linking to statiﬁer.

ぼ同じメモリ使用量となっていたことが分かった．このこ
とは重複除外を有効にすることにより，共有ライブラリを
各プロセス固有の疑似静的リンクにしてそれぞれでメモリ
要求しても物理メモリ使用量は変わらないことを示してい
る．KSM により statiﬁer を適用した方が若干必要とする
物理メモリが少ないが，これは statiﬁer ではプロセスの終
了とともに使われた共有ライブラリが同時に解放されるた
めだと思われる．
図 3 右の結果より KSM による重複除外の構成要素から
メモリへの割当て要素と重複除外による削減効率が分か
る．メモリに割り当てるページ数は重複除外の対象となら
ないユニークなページ（Unique）と重複除外によって集約

6.3 メモリ重複除外の効果

されたページ（Deduplicate）の和になる．また，メモリ重

自己完結型に対するメモリ重複除外の効果を調べるた

複除外は削減された重複ページ（Duplicated）と重複除外

めに，通常の Gentoo と statiﬁer を適用した場合に分けて

によって集約されたページ（Deduplicate）の和を対象に

KSM を適用した．起動後安定した時点での結果を図 3

し，メモリには集約されたページ数のみを割り当てる．通

に示す．図 3 左はゲスト OS からの要求と実際の物理メ

常の Gentoo においては重複除外の対象ページが 2,777 で

モリの割当てを示し，図 3 右は重複除外の構成要素を示

あったが，重複除外により 481 となっていた．つまり重複

す．構成要素は重複除外の対象とならないユニークなペー

除外率は 17.3%であったことが分かった．これに対して，

ジ（Unique），重複除外によって削減された重複ページ

statiﬁer を適用した Gentoo においては重複除外の対象ペー

（Duplicated），および重複除外によって集約されたページ

ジが 49,773 と通常より 17.9（49,773/2,777）倍あったが，

（Deduplicate）を示す．

重複除外によりメモリ上は 4,441 に減少した．この場合の

図 3 左の結果より，statiﬁer によって OS 全体が必要と

重複除外率は 8.9%と効果が大きかったことが分かった．

するメモリの使用量が 2.30（75,064/32,706）倍増えてい

KSM の有無による起動時間の違いを評価し，表 3 にま

たことが分かる．このメモリ増加は KSM によって削減さ

とめた．statiﬁer が有効，かつ KSM が無効の場合（84 秒）
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図 4

起動時のメモリ重複除のトレース．横軸が経過時間（秒）
，縦軸がメモリページ数（4 KB
ページ）を表す．メモリ使用量は，同一データで重複したページ（Duplicated）
，ユニー
クなページ（Unique）
，重複除外で共有されたページ（Deduplicate）で分けた．左図が
通常の Gentoo，右図が statiﬁer を適用した場合の結果を示す

Fig. 4 Trace of memory deduplication at boot time. X-axis indicates the boot time (in
seconds) and Y-axis indicates number of memory pages. “Duplicated” indicates
memory pages which include same data, “Deduplicate” indicates deduplicated
memory pages, and “Unique” indicate unique memory pages. The left and right
columns show the results on Normal Gentoo and on statiﬁer Gentoo.

表 3

起動時間（単位は秒）．通常（Normal）と statiﬁer 適用した

ラリを使うためである．Duplicated の領域は KSM により

Gentoo をメモリ重複除外（KSM）の有無の比較

Deduplicate の領域へと縮退してメモリが効率的に使われ

Table 3 Boot time (seconds). Comparison between normal
and statiﬁer Gentoo with/without KSM.

たことが分かる．
また，通常のアプリケーションにおける statiﬁer 適用前
後の実行時間も測定したが，実測で大きな違いはなかった．

statiﬁer により実行形式ファイルサイズが大きくなった上
位 10 個は 15 MB 以上と大きく，起動に 100 msec 程度余計
に要していることを確認したが，その後の実行時間に影響
は通常の Gentoo の場合（95 秒）より早くなっていたこと

を与えず，全体の実行時間に影響を与える違いはなかった．

が確認できた．これは statiﬁer が prelink と同様の遅延評

また，アプリケーションによっては動的リンクのためのア

価を削除する効果のためである．しかし，KSM を有効にし

ドレス解決のオーバヘッドが statiﬁer によってなくなるこ

た場合は無効の場合より遅くなっていた．これは statiﬁer

との効果が大きく，高速化されるものもあった．また，メ

によりメモリ使用量が多くなったため，KSM のオーバヘッ

モリ重複除外による実行時間の影響も調べたが，statiﬁer

ドが大きくなったことを示している．通常の Gentoo では

適用前後で有意な違いは見つからなかった．

KSM にかかわらず 95 秒であったが，statiﬁer を適用し，
KSM が有効で起動した場合は 105 秒と 1.11 倍になってい

6.4 ストレージ重複除外の効果

た．この結果は論理的共有から物理的共有に移行した際の

通常の Gentoo と statiﬁer を適用した Gentoo に対する

オーバヘッドがあり，1.11 倍程度ならば許容できると考

ストレージ重複除外の効果を調べた．結果を表 4 に示す．

える．

表の上部に OS から見た使用量，下部で LBCAS（64 KB ブ

起動時の KSM の様子を図 4 に示す．ここでは時間軸

ロック）から見た使用量を示す．表 4 では通常の Gentoo

に対する重複除外のメモリ使用量をトレースしており，そ

と statiﬁer を適用したもののそれぞれに対して，インス

れぞれのオーバヘッドが分かる．図 4 では Duplicated と

トールに必要なストレージ容量（static）と起動時に読み出

囲まれた領域の上側の線は OS から見たメモリ消費であ

された容量（dynamic）を示す．

り，KSM を有効にしていない場合の物理メモリの消費を表

インストールされた容量は OS から見た場合に通常の

す．また，Deduplicate で囲まれた領域の上側の線は KSM

Gentoo では 3,754 MB に対して，statiﬁer では 7,075 MB

を有効にした場合使われた物理メモリを表している．起

（1.88 倍）になっていた．LBCAS ではそれぞれ 4,667 MB

動後，通常の Gentoo では重複するページがそれほど増え

と 5,241 MB（1.12 倍）になった．通常のインストールで

ないが，statiﬁer では大幅に増えることが確認できる．こ

OS から見た容量より LBCAS の容量が大きくなる理由は

れは各プロセスが独自のメモリにコピーした共有ライブ

64 KB ブロック管理のために無駄な内部フラグメンテー
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通常の Gentoo（Normal）と statiﬁer を適用した Gentoo を

い．この工程が煩雑に思われるが，現在の多くの OS で使

ストレージ重複除外（LBCAS 64 KB ブロック）した場合の

われているパッケージマネージャを使えば機械的に行える

ストレージ容量（static）および起動時に要求される容量（dy-

namic）．[] 括弧内はブロック数を表示．() 括弧内は通常との
比率．上段はゲスト OS から見た容量を示し，下段は LBCAS
の容量を示す

と推測する．また，静的リンクと比べた場合，アプリケー
ションの再コンパイルは要求されず，パッケージ提供者に
影響を及ぼすことがない．既存のディストリビューション

Table 4 Volume of LBCAS (block size was 64 KB), which in-

が提供するパッケージを使い，ユーザ側の環境で自己完結

cludes Normal Gentoo and statiﬁer Gentoo. Static

型への変換が可能であれば，機械的な最適化の労力は少な

shows the storage volume of Gentoo Linux, and Dy-

いと考える．libc のような影響の大きいライブラリの更新

namic shows the volume required at boot time. The
number in square brackets corresponds to the number of blocks. The number in parentheses indicates
the ratio of statiﬁer compared to normal. The upper
row shows the volumes required by the guest OS, and
lower row shows the volumes under LBCAS.

があっても，時間のかかるダウンロードは libc パッケージ
のみでよく，再インストールと比較すれば更新時間は大き
くないと考える．
また，現在の OS ではアプリケーションのバージョン
アップをパッケージ管理で行っている．自己完結型へ機械
的変換するにはこのパッケージマネージャに変換ツール適
用機能を組み込んでおけばよいと考える．この根拠として
ライブラリのロードアドレスを事前に計算する prelink が
あげられる．prelink も個々の実行形式ファイルに適用す
る必要があるが，prelink を活用するディストリビューショ
ンではパッケージが更新されるたびに prelink が適用され
るようになっており，これと同様のことを statiﬁer でも行

ションがあるためである．今回の実験では内部フラグメン

えると推測する．

テーションを除去する最適化を行っていないため，全体の
容量が多くなっているが，論文 [18] の技術を適用すればこ

7.2 クラウドのデスクトップ仮想化

の部分は小さくできる．内部フラグメンテーションがあっ

本論文では仮想マシンが提供する重複除外の技術をベー

ても statiﬁer を適用した場合は重複除外で減らすことので

スに議論を進めており，通常のハードウェアに直接インス

きる冗長な部分があり，OS から見た容量が 7,075 MB に対

トールされる OS ではこの技術の適用ができない．しかし

して LBCAS では 5,241 MB と減少していた．通常のイン

最近はクラウドコンピューティングにデスクトップを預け

ストールと比べた場合の statiﬁer 容量増加も，OS から見

るサービスも普及しているため，本技術の活用はクラウド

た容量増加の 1.88 倍より 1.12 倍の増加と抑制できている．

環境が有望と思われる．クラウドのデスクトップ仮想化で

これが重複除外の効果である．

は仮想マシン上に既存のデスクトップ OS を預けるが，こ

起動時の読み出しにおいて OS から見た容量は通常の

の仮想マシンで重複除外の技術を活用すれば本論文の技術

Gentoo が 152 MB に対して，statiﬁer を適用した場合が

が有用になる．今後はクラウドのデスクトップ仮想化にお

341 MB と 2.25 倍になっていた．LBCAS では起動時の読

ける本技術の活用を目指していく．

み出しにおいて通常の読み出し容量が 218 MB に対して

statiﬁer では 304 MB であり，増加量が 1.40 倍に抑えられ
ていた．statiﬁer では OS から見た起動時読み出し容量が

7.3 ゲスト OS に割り当てられる疑似物理メモリ
仮想マシンを使った環境ではメモリ重複除外機能のない

341 MB に対して，LBCAS 容量が 304 MB になるのを比べ

OS においてもメモリ重複除外の効果を確認できるが，考

ても重複除外によって読み出し容量が抑制されていたこと

慮すべき課題がある．自己完結型による同一データのメモ

が分かる．

リ増加分は重複除外により実物理メモリに影響を与えない

ストレージ重複除外についてはまだまだ削減可能な部分

が，ゲスト OS はそれを認知せずに仮想マシンが割り当て

があり，今後の課題として残されたが，傾向として自己完

た疑似物理メモリの浪費がされていることになる．メモリ

結型による増分は削減可能であることは確認できた．

に余裕がある場合はスワップアウトが起こらず問題ないが，

7. 考察
7.1 アプリケーション更新時の対応

メモリを使いきった場合にはスワップアウトによるオーバ
ヘッドが発生してしまう．この問題はメモリ重複除外の機
能が仮想マシンモニタにあり，ゲスト OS がメモリ重複除

本提案では各アプリケーションを自己完結型に変換する

外を認知しないことに起因する．SLINKY ではカーネル

必要がある．このためアプリケーションや共有ライブラリ

に重複除外の機能を含めているためにこの問題が発生しな

が更新されるたびに自己完結型に変換しなければならな

い．しかし，現在のところメモリ重複除外を認知して最適
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化を行うゲスト OS はない．

部のファイルにアクセスしないため動的リンクから派生

この問題の対症療法としては，仮想マシンモニタによる

するサーチパス置き換え攻撃とライブラリ依存問題を解

メモリの動的追加および削除機能であるメモリホットプラ

決する．また，自己完結型では事前にリンク先アドレスを

グインを活用することがあげられる．仮想マシンモニタが

固定するので GOT 置き換え攻撃を検出可能にする．具体

ゲスト OS のメモリ状況を監視し，重複除外で削減できた

的な実験としては自己完結型に変換する statiﬁer を用いて

メモリをゲスト OS にホットプラグインで追加することで

Gentoo Linux の起動に必要な ELF 実行形式で使われるす

対応が可能である． この方式の有用性は現在すべての機能

べての動的リンク共有ライブラリを疑似静的リンクとして

を有する仮想マシンモニタおよびゲスト OS がないために

上記の問題への対応を確認した．また，この変換において

調査することができないが，今後可能になれば実行オーバ

は通常の静的リンクよりメモリやストレージの消費量が多

ヘッドや管理工程を詳しく調べる予定である．

くなることも確認した．
自己完結型では実行時にプロセスが確保したメモリに

7.4 重複除外を考慮したコードジェネレータ

共有ライブラリを個別に割り当てるため，メモリ使用量

動的リンク共有ライブラリを ELF 実行形式ファイルに

が増加する．また，共有ライブラリを実行形式ファイル

埋め込みセキュリティを強化することで重複除外技術活

に含めるためにストレージの使用量が増加する．これら

用の 1 つの方向を示したが，これから重複除外がより広

の問題は同一データを共有して資源消費を抑える重複除

範囲に利用されるようになれば，重複除外を考慮した OS

外の技術を活用して抑制できること示した．現在の OS で

の構成方法が重要になる．特にコードジェネレータは既存

はメモリ重複除外を個々のプロセスに適用するのは容易

のコードをできるだけ再利用し，重複除外を多くすること

ではないため，仮想マシン上の重複除外を活用して OS が

でより高い効果が期待できる．ソースコードレベルでは

管理するすべてのメモリを重複除外対象とする環境を活

CCFinder [3], [9] などコードクローンを検出する技術が進

用した．また，ストレージ重複除外もいくつかの実装法

んでおり，これと組み合わせ，バイナリコードでもできる

があるが，任意のファイルシステムを変更なしに重複除

だけ全体で重複の増加をさせる方法を考えていきたい．

外対象とする仮想ブロックデバイスレベルのストレージ
重複除外を活用した．実験では Linux のメモリ重複除外

7.5 ハードウェア支援
現状の重複除外はソフトウェアで実現しているものが多

KSM（Kernel Samepage Merging）とストレージ重複除外
LBCAS（Loopback Content Addressable Storage）を仮想

いが，ハードウェアによる支援も出てきている．たとえば

マシンモニタ KVM に適用して statiﬁer を適用した Gentoo

HIFN 社は PCI-e に接続するハードウェア BitWackr では

Linux でも物理メモリとストレージの消費の増加を抑制で

ストレージの重複除外を実現している．メモリについては

きることを確認した．

まだ CPU との関連で製品はないが，連想メモリ（Content

本論文で適用した自己完結型への変換はソースコードを

Addressable Memory）の研究成果を活用した研究や製品

必要としないため商用アプリケーションやバイナリパッ

が出てくる分野だと思われる．重複除外の成功で新たに連

ケージに容易に適用できる．すべての動的リンク共有ライ

想メモリが注目され，計算時間に対する性能が改善される

ブラリを 1 つの実行時形式ファイルに含めて疑似静的リン

と期待している．

8. おわりに
動的リンク共有ライブラリから派生する問題を回避する

クとする自己完結型にできれば，他の OS でも適用可能で
あり，一般的な手法である．また，メモリおよびストレー
ジの重複除外は今後普及が進むと思われるが，仮想化マシ
ンではすでに一般的である．仮想化マシンを使うことで重

には，静的リンクが有効であると一般的にいわれている．

複除外の機能のない OS やファイルシステムにおいて，メ

しかし，現在のオープンソースではライセンス混在問題を

モリおよびストレージの重複除外の効果を確認できる．い

回避のために動的リンクを明示的に行う dlopen() がソー

ずれのレベルにおいても重複除外を活用して論理的共有か

スコード中で多用されており，コンパイルオプションのみ

ら発生する問題を物理的共有に置き換えて解決する手法

で静的リンクに変更することは難しい．本論文では最新の

は，今後の OS 実行環境でも新しいセキュリティ強化手法

Linux ディストリビューションを調べ，ELF 実行形式を静

だと考える．今後は普及が進むクラウドのデスクトップ仮

的リンクに変更できる割合の低さを確認した．

想化への適用を考えて開発を進める予定である．

この問題を解決するために本論文では，動的リンク共有
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