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ることを実現する。

1. はじめに
現在、ユビキタス社会の訪れとともに、我々の身の周り
には様々な情報システムが増加してきている。ネットワー
クと通信できる機能を備えたテレビや冷蔵庫といった情報
家電もその中の一つである。
このような情報家電の普及にともない、セキュリティ機
能の重要性が増してきている。例えば、ネットワークに接
続された機器を利用することにより、子供が、親の目の届
かない所で親にとって望ましくない情報を取得することが
できてしまう。
この問題の解決策の一つとして、ペアレンタルコントロ
ールのようなアクセスコントロールの機能を付加する情報
家電も登場している。
しかし、現在のセキュリティ機能の設計では、コンテク
ストの変化が起こり、システムの更新が求められたとき、
再起動をしなければ更新は適用されない。このような手間
を嫌い、重要な更新であるにも関わらず、更新を行わない
という問題がある。
そこで本研究では、実行コンテクストの変化に合わせ、
アクセスコントロールを動的に付加させるために、スクリ
プティング言語を利用した。これにより、再起動を行わず、
セキュリティ機能を追加、もしくは、切り換える方法を提
案、実装した。
また、一般家庭に出荷された製品にはソースコードが存
在しないことが考えられるので、実行ファイルをバイナリ
レベルで直接操作することにより、対応させることができ
る。

2. 問題定義
情報家電のように様々な家庭で使用されるようなシステ
ムは、各環境で要求されるアクセスコントロールの機能が
異なる為、各環境に合わせてアクセスコントロールの機能
を変更するべきである。
しかし、現在のセキュリティ機能は図 1 で示すようなソ
フトウェアライフサイクルのうち、設計の段階で決められ
てしまう為、この機能を動的に変化させることはできない。
例えば、情報家電にアクセスコントロールの機能が付加
されていたとしても、設計の段階で決められた機能しか利
用することができない。製品が出荷された後に、新たなア
クセスコントロールの機能を追加するためには、もう一度
設計の段階からやり直さなければいけない。
この問題を解決するために、スクリプティング言語を用
いて、アクセスコントロールを動的に追加、または変更す
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3. 実装手法
本研究では開発を行う際,スクリプティング言語 Konoha
を利用した。
処理の流れは、まずコンテクストの変化をシステムに報
せるためにシグナルを発行する。次に、関数のシンボル情
報からアクセスコントロールを付加する位置を特定させ、
この部分の命令をバイナリレベルで書き換えることにより
動的にアクセスコントロールを付加する。
以下、3.1 節ではシステムが実行コンテクストの変化を
受け取るためのシグナルについて、3.2 節ではアクセスコ
ントロールを付加するために必要な情報とその取得方法、
3.3 節では実際どのようにしてバイナリを書き換えアクセ
スコントロールを付加するか、3.4 節では書き換えた箇所
を元に戻すときに必要となる情報の取得方法と、それを利
用し書き戻す方法を提案する。
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図 2 処理の流れ
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3.1 シグナルの発行
コンテクストの変化をシステムに報せるため、コンテク
ストの変化に合わせて、シグナルを発行する。
今回はシグナルが送られてくるまで待機状態にしておく
スレッドを一つ用意しておくことにより、シグナルが発送
されない限り、システムは正常に動作することを保証する。

初の 4 バイトにはジャンプする位置から着地する位置まで
の相対距離を、残りの 1 バイトにはジャンプ命令を書き込
むために使用している。
ジャンプする距離は相対距離であるため、書き換える位
置のアドレスと目標となる位置のアドレスの差をとり、こ
の距離を割り出す。

3.4 命令の修復

3.2 シンボル情報の取得
コンテクストの変化によりシグナルが送られてきた後は、
どの関数にアクセスコントロールを付加するかを判断しな
ければいけなため、スクリプトファイルに記述されている
情報を読み込む。しかし、関数の命令を書き換えるために
は、その関数のシンボルの情報が必要となる。シンボルの
情報をファイルに記述することは容易ではなく、この情報
をスクリプトファイルから読み取ることは困難である。
そのため、本研究では BFD(Binary Format Descriptor)ライ
ブラリを用いて、あらかじめバイナリファイルに用意され
ているシンボルテーブルから情報を取得しておく。シンボ
ルテーブルには、関数名とそれに対応するアドレスやサイ
ズ、タイプ、値など様々な情報が登録されているが、今回
必要な情報は関数名とそれに対応したアドレスだけなので
この 2 種の情報を取得するだけでよい。
この情報とスクリプトファイルに書かれた関数名とを比
較し、書き換えるべき命令の位置を特定する。

3.3 バイナリ書き換え
次に、バイナリを書き換えるために、mprotect 関数を用
いてメモリの保護を外し、3.2 節で取得した情報を基にバ
イナリを書き換える。本研究では、シンボルの命令を書き
換えるためにインラインアセンブラを用い、特定したアド
レスの先頭 5 バイトをアクセスコントロールを行う関数へ
のジャンプ命令に書き換える。これを図 3 に示す。

アクセスコントロールを付加するだけでなく、任意の状
況で元の状態に戻すことができなければ、不必要な処理が
重なってしまい、実行速度の遅延につながり、汎用性も乏
しいものになってしまう。
このため、命令の修復は必須であり、修復を行うには、
書き換えた命令の情報が必要となる。
この情報は、書き換える命令を特定したときに、このメ
モリをコピーしておく。そして、命令を修復するときにこ
のメモリで書き換えたメモリを上書きする。

4. まとめ
本研究では、スクリプティング言語を用い、実行コンテ
クストの変化に合わせて動的にアクセスコントロールの機
能を付加することを目的とし、この機能をスクリプティン
グ言語の拡張機能として追加することにより、実行コンテ
クストの変化に合わせ、柔軟なセキュリティ機能の再構成
を実現した。
そしてまた、動的にアクセスコントロールの機能を取り
外すことも可能になったため、コンテクストの変化により、
アクセスコントロールが不要になった際、その関数が呼ば
れ、不必要にアクセスコントロールを行ってしまうという
ことを避け、これにより引き起こされる実行速度の遅延も
回避することができた。
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図 3 バイナリ書き換え
ジャンプ命令を書き込むために 5 バイトを使用する理由
は、今回実装する環境が 32 ビットであるためであり、最
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