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要旨 
 オープンなネットワーク環境上で安全にソフトウェアを流通・実行するシステム

SoftwarePot の開発を行った．ソフトウェアの流通・実行が安全には行われない現状を,

「安全ではないソフトウェア流通実行モデル(unsecure software circulation model)」

としてモデル化すると共に，マッピング機能を持つ仮想計算環境のアイデアに基づいた

「安全化なソフトウェア流通モデル(secure software circulation model)」を提案した．

この提案に基づいた SoftwarePot システムの設計と実装を行い，実用的なオーバヘッド

で実現できることを実証した． 

 

１． 研究のねらい 
インターネットの 大の特色の一つは，それがオープンなネットワーク環境であるこ

とである．世界規模で絶え間なく拡張を続けていることに加え，ユーザやソフトウェア

の登録・管理といった概念はなく，それらを特定することは困難である．このような特

徴は，従来のバッチシステム，タイムシェアリングシステム，LAN 環境，パーソナルシ

ステム等の，インターネット出現以前のシステムに比べて対照的である． 

コンピュータシステムの歴史においては，長らく，情報処理環境はクローズなもので

あった．そのため，オペレーティング・システムに代表される，コンピュータシステム

の基盤システムソフトウェアの設計者は，計算環境がクローズなものであることを明に，

あるいは，暗に仮定して，基盤システムソフトウェアの設計と実現を行ってきた．イン

ターネットの普及は，短い間に驚くべきスピードのもとで行われたために，オープンな

環境がもたらす問題点を考察・理解する間もなく，クローズな環境を仮定した，古い基

本設計のままの基盤システムソフトウェアが，インターネット環境においても使用され

てきた．セキュリティ上のさまざまな問題が巷間を騒がしているが，それらの根本的な

要因の一つは，基盤ソフトウェアの基本設計がオープン環境を前提としていないことで

あると考えられる． 



我々は，インターネットに代表されるオープンなネットワーク環境において，ソフト

ウェアを安全に流通および実行させるための基本フレームワークに関する研究を行った．

まず，ソフトウェアをサイト間で流通・実行させる際の現状をUnsecure Software 

Circulation Model としてモデル化した．そしてこのモデルを安全化したSecure 

Software Circulation (SSC) Model を提案した．さらに，SSCモデルに基づいた，安全

なソフトウェア流通実行システムSoftwarePot を設計・実現した． 

 

２． 研究方法と成果 
２.１ Unsecure Software Circulation Model 

ソフトウェアをサイト間で流通・実行させる際の現状をモデル化したUnsecure 

Software Circulation (USC) Model を説明する． 
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図1：USCモデルの基本操作 
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図2：USCモデルによるソフトウェア配布 

software circulation と は ， 現 在 行 わ れ て い る ソ フ ト ウ ェ ア 配 布 (software 

distribution) の概念を一般化したものである．ソフトウェア配布は一般に，ソフトウェ

アパッケージを，一方向的，一回的，一対多的に配布することを意味する．software 

circulation ではこれを一般化し，多方向的，任意回的，多対多的にソフトウェアを配布・

流通させることを意味する．software circulation は，以下に述べる4つの基本操作の組み



合わせにより表現できる．各操作に対して，図1に示す図的表現を用いる． 

 密閉（encapsulation）操作は，一個以上のファイルを入力し，それらのファイルを

密閉化したアーカイブファイルを出力する． 

 転送（transfer）操作は，ファイルを密閉したアーカイブファイルを転送元(source) 

サイトから転送先(destination) サイトへ転送する． 

 抽出（extraction）操作は，密閉操作の逆操作である．すなわち，入力アーカイブフ

ァイルから，密閉されたファイルを取り出し，ローカルファイルとして出力する．

このときに，ファイル記憶域の確保，名前付け，アクセス制御設定が行われる． 

 実行（execution）操作は，実行可能ファイル（図1 においてクロス線を内部に持つ

円）の実行を行う．実行の際，ファイル（内部が白い円）の入出力が行われる． 
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図3：USCモデルによる自己展開ファイルを用いたソフトウェア配布 
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図4：モバイルエージェント 

これらの基本操作を組み合わせることにより，さまざまな典型的処理を簡明に記述す

ることが可能である．図2 は，典型的なソフトウェア配布を記述したものである．Sender 

サイト（ソフトウェアの配布サイト）において，アーカイブプログラムが用いられ，ソ

フトウェアパッケージを実現するファイル群はアーカイブファイル内に密閉される．ア

ーカイブファイルは，受信者サイト（ユーザサイト）に転送される．受信者サイトでは，

ユーザ・ファイルシステム上にファイルが抽出される． 

図3 は，そのヴァリエーションである．アーカイブファイル自体が，抽出プログラム

を保有する．このやり方は，受信者側に，アーカイブファイルからファイルを抽出する



プログラムを保有することを仮定する必要がないので，任意のアーカイブ形式を用いる

ことができるとの利点を有する．図4 は，繰り返し的な software circulation の例で，モ

バイルエージェント処理を表現している． 

このモデルは，以下の点において，安全ではない（すなわちunsecureである）． 

 密閉操作の際，悪意のある人間が，アーカイブファイル内に罠を仕掛ける可能性が

ある．例えば，悪意ある動作をする実行可能プログラムや，ユーザの既存ファイル

を置き換えてトロイの木馬のような動作をするプログラムを入れる可能性がある． 

 転送操作の際，ファイルが阻止，横取り，改変，偽造等の攻撃[1]を受ける可能性が

ある． 

 抽出操作の際，抽出されたファイルはユーザのファイルシステム上に格納される．

そのとき，ファイルストレージの割り当て，名前付け，アクセス制御設定が行われ

る．これらの操作はユーザのファイルシステム上で重要な操作であり，ユーザの管

理ポリシーに従って行われない場合は危険となる可能性がある． 

 実行操作は，言うまでもなく，大きな潜在的危険性を有する．実行に伴って引き起

こされるすべての作用は，ユーザのセキュリティポリシーの管理下で行われるべき

である． 

このような危険性があるために，上記で述べたモデルをunsecure software circulation

モデルと呼ぶ． 
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図5：SSCモデルの基本操作 

２.２ Secure Software Circulation Model 
前述のUSCモデルを安全にした，Secure Software Circulation (SSC) Model を提案す

る．SSCモデルの中心的な概念は，流通されるソフトウェアパッケージの「内部」と「外

部」とを，厳密に区別できるようにすることにある．これを可能にするために，二つの

キーとなるアイデアを用いる．第一に，概念上，ファイルをアーカイブファイルから取

り出さず，アーカイブファイル自体を仮想的なファイルシステムと見なす．第二に，プ



ログラムを実行する各仮想アドレス空間が，独自の仮想ファイルシステムを有するよう

にし，その仮想ファイルシステムを前述のファイルシステムと関連付ける．このとき，

一つの仮想アドレス空間は一つのサンドボックス空間となり，実行時の挙動は，ユーザ 

によって指定されるセキュリティポリシーによって監視され，ファイルシステムとして

は，関連付けられた仮想ファイルシステムのみをアクセスできる．仮想ファイルシステ

ムと見なされるアーカイブファイルをポットファイル，仮想ファイル空間と関連付けら

れたプロセス空間をポット空間と呼ぶ． 

SSCモデルの基本操作を以下のように定義する（図5参照）． 

 密閉(encapsulation)操作は，一個以上のファイルに適用され，それらのファイルを

ポットファイルに格納する．格納の際，各ファイルには，Unixファイルパス名規則

と互換性のあるファイルパス名が与えられ，この名前がポット内でのファイル名と

なる．また同時に， 終更新日や実行可能性等のファイル属性も記録される． 

 転送(transfer) 操作は，指定されたpotファイルをsourceサイトからdestinationサイ

トへ移動させる． 

 マップ(mapping)操作は，USCモデルにおける抽出操作を置き換えるものである．図

5では，マップ操作は白抜き矢印にて表現されている．例えば，ポット内のファイル

fA からローカルファイルまたは他のポット内のファイルfB へのマップ指定は，ポッ

ト内のプログラム実行中は，ファイルfA へのすべてのアクセスは，ファイルfB への

アクセスへリダイレクトされることを意味する． 

 実行(execution) 操作では，ポット内のプログラムの実行を行う．このとき，ポット

空間にはポットファイルが関連付けられ，ファイル空間を仮想的なファイルシステ

ムとして使用する．ユーザのファイルシステムを直接的に使用することはできない．

実行の際には，セキュリティポリシーが指定される．セキュリティポリシーには，

マップ指定と，ポット空間内で許される機能が指定される． 
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図6:SSCモデルによる典型的処理 



図6 は，SSCモデルの典型的な利用法を示したものである．送信者サイトでは，1個の

実行可能ファイル（クロス付き円）と，1個のファイル実体付きデータファイル（中空円）

および2個のファイル実体なしデータファイル（点線円）の入ったポットファイルを作成

する．そのポットファイルは受信者サイトへ転送され，指定されたセキュリティポリシ

ーのもとで，実行が行われる．この例のセキュリティポリシーでは，実体なしデータフ

ァイルのうち一つを，ローカルファイルへ，もう一つを別のポットファイル内のファイ

ルへマッピング指定している．実行中は，これらのファイル以外にはアクセスできない． 

図7は，モバイルエージェント処理を，SSCモデルを用いて安全に行う場合を記述した

ものである． 
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図7：SSCモデルによるモバイルエージェント 

２.３ SoftwarePot: SSC モデルの実現 

密閉操作の実現 

密閉操作は，ポット空間内のファイル名の定義と，ファイル実体のポットファイルへ

の格納を行う．この仕様を指定したファイルをスケルトンファイルと呼ぶ．スケルトン

ファイルの一例を図8に示す．static:で始まる部分は，ポット内ファイル名と，そのファ

イルの格納前の所在を示したもので，各ファイルの実体がポットファイル内に格納され

る．例えば第2行は，ポット空間内ファイル名 /data/pic1.jpg の定義と，その実体が

/home/user1/picture/picA.jpgよりポットファイル作成時にコピーされることを意味す

る。 

このようにPotファイル内にファイルを静的に格納する以外に，実行時に動的に転送す

るようにすることも可能である．この指定はdynamic:で始まるセクションにより行われ

る．同図のdynamic:の次の行は，ポット内ファイル名/mybin/viewer plugin1の実体は，

実行時にhttp://www.foo.com/viewer plugin1より得られることを指定している． 

static指定は，必ず必要となるファイルを指定する場合に有用であり，dynamic指定は，

選択的に必要となるファイルを指定する場合に有用である． 

requiredで始まるセクションは，実行時にマップ操作が必須となるファイル名を指定



する．例では，ディレクトリ/varと/extern worldが実行時にマップ操作が必要とされる

ことを指定している．savedセクションは，実行中のファイルの更新が，ポットファイル

内のファイルにも反映されることを指定する．その他のファイルへの更新は，ポットフ

ァイル内のファイルには反映されない．entryセクションは，ポットファイルの実行実行

時，ここで指定したファイル（プログラム）が 初に実行されることを指定する．

 
図8：スケルトンファイルの例
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図9：マップ操作 

 

マップと実行操作の実現 

SoftwarePotの実行時システムの本質は，システムコールの発行を捉え，種類と引数を

ポリシーに関して検査し，必要な名前変換操作を行うことである．ポリシーを記述した

ファイルをポリシーファイルと呼び，その記述例を図10に示す． 

 map:セクションでは，ポット空間中のファイルとポット空間外のファイル等とのマ

ップ関係を指定する．ポット空間内のファイル/varへのアクセスは，ポット空間外の

static: 
  /data/pic1.jpg  /home/user1/picture/picA.jpg 
  /data/pic2.jpg  /home/user1/picture/picB.jpg 
  /mybin/viewer   /usr/local/bin/viewer 
  /mybin/runner   /home/user1/bin/runner 
dynamic: 
  /mybin/viewer_plugin1  http://www.foo.com/viewer_plugin1 
  /mybin/viewer_plugin2  /home/user1/bin/viewer_plugin2 
required: 
  /var 
  /extern_world 
saved: 
  /log 
entry: 
  /mybin/runner 



ユーザファイ/tmp/varにredirectされることを意味する． 

 indirect:セクションでは，ファイルとプロセスの間のマッピングを指定する．すなわ

ち，ポット空間内におけるファイルへのアクセスが，多プロセスとのプロセス間通

信にredirectされる．図の例では，/etc/passwd /home/user2/bin/passwd filterとい

う行は，ポット空間内におけるファイル/etc/passwdへのアクセスは，

/home/user2/bin/passwd filterを実行するプロセスとのプロセス間通信へとredirect

されることを指定している． 

 

図10：ポリシーファイル記述例 

 network:セクションでは，通信関連システムコールに関するポリシーを指定する．

図の例では，すべての通信関連システムコールの発行が基本的に禁じられるが，IP ア

ドレス130.158.80.*のTCPポート80への接続，および，IPアドレス130.158.85.97の

TCPポート21への接続，および，*.tsukuba.ac.jpのTCPポート22へのbindは許可さ

れることを指定している． 

 The syscall:セクションでは，システムコール全般に関するポリシーを指定する．図

の例では，すべてのシステムコールは基本的に許可されるが， 後の2行で指定され

ているシステムコールは許可されないことを指定している． 

２.４ 実験 

SolarisおよびLinuxオペレーティングシステム上にSoftwarePotシステムを実装し，実

験を行った．実験で用いたコンピュータシステムは次の通りである： Dell社

OptiPlexGX260 (CPU: Pentium 4(2.8GHz), 2次キャッシュ: 512KB、RAM: 1GB、ハー

ドディスク: 75GB)，オペレーティングシステムはLinux 2.4.2．アプリケーション実行

map: 
  /var           /tmp/var 
  /extern_world  /home/user2/tmp 
  /etc/termcap   /lib/tools.pot:/etc/termcap 
  /alpha         /beta,/gamma,/delta 
indirect: 
  /etc/passwd    /home/user2/bin/passwd_filter 
network: 
  deny all 
  allow connect tcp 130.158.80.*    80 # HTTP 
  allow connect tcp 130.158.85.97   21 # FTP 
  allow bind    tcp *.tsukuba.ac.jp 22 # ssh 
syscall: 
  allow all 
  deny fork, fork1, vfork,  
  deny unlink, rmdir, rename 
  /log 
entry: 
  /mybin/runner 



時の性能測定結果を図11に示す．実験gccでは、grepのソースコードをgccコンパイラを

用いて処理した．実験LaTeXでは，1個のLATEXソースファイルと3つのスタイルファイ

ル，17個のEPS図面ファイルをlatexプログラムで処理し，dvi2psでPostScript 

 

図11: 実験結果． 

ファイルを生成した． 終出力ファイルは1.6MBである．実験Emacs Lispでは、216個

のEmacsLispファイルをEmacsを用いてバイトコンパイルした． 

図11の縦軸は，SoftwarePotを使用しない場合の実行時間を1としたときの正規化実行

時間である． もオーバヘッドが少ないgcc実験の場合で,6%のオーバヘッド増加， も

大きい場合のLATEX処理で約21%のオーバヘッド増加であった．これらのオーバヘッド

の相違は，実行時において，SoftwarePotシステムが処理しなければならないシステムコ

ール数の違いによるものである．SoftwarePotが提供する安全性に関する機能を考えれば，

十分，実用に耐えうる性能であると考えられる． 

 

３． 今後の展望 

以上で述べた研究を成果をもとに，現在，下記のような研究を進めている． 

 性能向上．実装上の工夫を行い，よりオーバヘッドの少ない実装を進めている． 

 アクセス制御機能の導入．指定したユーザのみが読み出し，および，書き込みを行

うことを可能とするアクセス制御機能の導入を進めている． 

 アプリケーション．同システムの実用的な応用として，P2P型分散計算，サーバサイ

ド・アクセス制御，グループウェア構築への適用を進めている． 

 並行性制御．複数のSoftwarePot実行プロセス間での仮想空間の共有，並行性制御，



通信機能等の機能設計を進めている． 

SoftwarePotが提供する機能を一言で表現すれば，「隔離と共生」であった．今後は，

この概念をさらに進化させ，「自律と連合」をテーマに研究を深化させて行きたいと考

えている． 

SoftwarePotシステムに関する詳細情報は下記Web ページより入手可能である． 

http://www.osss.is.tsukuba.ac.jp/pot/ 
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