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あらまし C プログラムの境界検査手法は現在まで継続的に提案されている．それらのうち，実用コードとの
互換性が高くかつ誤検出率の低い手法は，実行時に全有効オブジェクトの境界を heap 領域上の表を用いて管理
する手法である．しかし，この手法は現状，低レベルな C プログラムに適用することができない．我々はこの問
題を解決する検査機構及びその実装を提案する．実験の範囲内で，我々の検査機構に基づく境界検査器は Linux
カーネルを含む広範な実用 C プログラムを高精度に検査できることを確認した．
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1. 1 既存の境界検査手法

1. ま え が き

C プログラムの境界検査手法はこれまでに多数提案

境界違反とはプログラム実行時に有効メモリオブ

されており，様々な長所と短所をもつ．

ジェクトの境界を越えて行う不正アクセスであり，C

静的手法は検査対象プログラムのソースコードを解

プログラムの最も危険なバグの一つである．悪意のあ

析して境界違反が発生し得る位置を予測する．いくつ

る攻撃者は C プログラムの境界違反を利用して重要

かの静的手法は大規模実用 C プログラムを比較的効率

なシステムへの攻撃や侵入を試みる場合が多い．彼ら

良く検査することに成功している [2]〜 [6]．静的手法

は通常，境界検査が正しく行われていないプログラム

は対象コードの境界違反を網羅的に検出できる反面，

バッファへのアクセスを発見し，特殊な入力を与えて

検査時間が大きい，ソースコードの大幅な変更を要求

境界違反を発生させる．その結果，バッファの隣接領

する，誤検出率が高いなどの欠点をもつ．

域に格納されたリターンアドレスや関数ポインタが不

動的手法は検査対象プログラムに検査コードを挿入

正な値に書き換わり，プログラムは不正な動作を引き

し，実際にプログラムを実行して検査を行う [7]〜 [25]．

起こす．CERT [1] などのセキュリティ機関は 2009 年

静的手法に比べ，動的手法は検査の網羅性に劣る反面，

現在も境界違反に起因する脆弱性を報告し続けている．

検査時間が短く誤検出率が低い．様々な動的手法が提

したがって，実用 C プログラムの境界検査は依然とし

案されているが，それらは検査精度の低い方から順に

て重要な課題である．

次のように分類できる：
（ 1 ） static，heap，stack 領域のうち 1 種類の領

†

域上で順次的な境界違反（注 1） を検出するもの．
東京工業大学情報理工学研究科計算工学専攻，東京都
Department of Computer Science, Tokyo Institute of Tech-

††

（ 2 ） 複数種類の領域上で順次的な境界違反を検出
するもの．

nology, Tokyo, 152–8552 Japan

東京工業大学総合理工学研究科物理情報システム専攻，横浜市
Department of Information Processing, Tokyo Institute of

（ 3 ） 複数種類の領域上で順次的でない境界違反や

Technology, Yokohama-shi, 226–8502 Japan
a) E-mail: arahori@sde.cs.titech.ac.jp
b) E-mail: gondow@cs.titech.ac.jp
* 本論文はシステム開発論文である．

電子情報通信学会論文誌

（注 1）
：オブジェクトの有効領域内を順次アクセスしていき，有効領域
の最上位/最下位アドレスをアクセスした直後に 1 バイト外をアクセス
する境界違反．
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ダングリングポインタも含む一般的な境界外アクセス
を検出するもの．

•

検出報告用のバッファを static 領域上に配置し，

検出した境界違反の内容をすべてそのバッファに保存

（ 4 ） 複数種類の領域上で一般的な境界外アクセス

する．その結果，検出報告のために検査コードが入出

を含む様々な不正メモリ操作（不正な関数ポインタ，

力用のライブラリ関数やシステムコールに依存する必

メモリリークなど）が発生しないことを言語レベルで

要がなくなる．

保証するもの．
これらの動的手法の中で（3）に該当し，実用コード

トラップキャッシュ機構は，低レベルな C プログラ
ムへの適用が可能であるという点において，従来のオ

との互換性が高くかつ効率的な実装が知られている検

ブジェクト表に基づく検査方式より優れる．ただし，

査手法が，オブジェクト表に基づく手法である [22]〜

その利点を得ることと引換えに検査精度を犠牲にして

[25]．この手法では，実行時に対象プログラムが使用す

いる．特に，順次的でない境界違反の検出が不可能と

る各メモリオブジェクトの情報（開始アドレス，サイ

なるため，検査精度の観点からは，トラップキャッシュ

ズなど）を，検査コードが heap 領域上の表（オブジェ

機構は前述の（2）に該当する．

クト表）で追跡管理する．また，対象プログラムの各

我々の先行研究 [18] では，従来のオブジェクト表に

メモリ操作の直前で，検査コードがそれらの情報を参

基づく検査コードが（各オブジェクトの境界情報の追

照して操作の安全性を検査する．この手法は，static

跡管理のために）メモリ管理用のライブラリ関数やシ

領域，heap 領域，stack 領域などすべての領域上のオ

ステムコールに強く依存することを指摘し，それに対

ブジェクトの境界を把握でき，かつ，多くの種類のメ

する解決法の原型を示した．本研究では，従来の検査

モリ操作を検査できるため，高精度である．また，ポ

コードがメモリ管理関数のほかにも多くのライブラリ

インタの内部表現を変更しないので検査コードと対象

関数やシステムコールに依存することを明らかにし，

コードの互換性が高い．更に，自動プール割当 [26] な

先行研究の手法を拡張することでその依存を解消する．

どの最適化手法の適用が可能であるため，検査の高速

これらの問題点と解決策は先行研究の範囲では明らか

化が可能である．

ではなかった．

しかし，従来のオブジェクト表に基づく境界検査は，
検査コードが多くのライブラリ関数や OS のシステム

1. 3 実験結果の要約
我々はトラップキャッシュ機構に基づく境界検査器

コールに強く依存しているため，それらを利用できな

を GCC [27] に実装し，Linux [30] や Apache [28] を

い低レベルな C プログラムに適用することが困難で

含む 13 種類の実用 C プログラムを対象として各種の

ある．低レベルな C プログラムには，仮想マシンモニ

実験を行った．その結果，トラップキャッシュ機構に

タや OS のカーネルや組込みプログラムや標準 C ライ

基づく検査コードは Linux カーネルを含む低レベル

ブラリなどの多くの重要なプログラムが含まれる．更

な C プログラムに対しても容易に適用できることが確

に，これらのプログラムでも境界違反は過去に何度も

認できた．また，境界検査を文字列に限定する最適化

報告されている [1]．したがって，これらを検査できな

を行った場合，たかだか 4 kByte 程度のキャッシュサ

いことは深刻な問題である．

イズでそれらのプログラムが引き起こす境界違反を高

1. 2 提 案 手 法

精度に検出できることが分かった．更に，実行時間の

そこで，我々はトラップキャッシュ機構と呼ぶ新た

オーバヘッドは平均 17%と十分に小さかった．

な境界検査機構を提案する．この機構は static 領域上

1. 4 論文の構成

の小容量かつ固定サイズのバッファを有効活用するこ

以降，2. でオブジェクト表に基づく境界検査法とそ

とで検査コードの実行環境依存部分を可能な限り削減

の問題点を詳細に説明する．3. で問題点に対する解決

する．その要点と効果は以下のとおり：

手法としてトラップキャッシュ機構を提案する．4. で

•

対象プログラムが最近アクセスしたオブジェク

トの境界情報のみを static 領域上の小容量かつ固定サ
イズのバッファ（トラップキャッシュ）で追跡管理す
る．その結果，境界情報の追跡のために検査コードが
メモリを動的に割り当てる必要がなくなり，検査コー
ドのメモリ管理関数への依存部分が解消される．
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実験結果を示し，5. で関連研究との比較を行う．6. で
結論と今後の課題を述べる．

2. オブジェクト表に基づく境界検査とその
問題点
JK [22]，RL [24]，DA [25] は検査対象プログラム
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が実行時に割り当てた各オブジェクトの境界情報を

ここで，関数 init global objs はプログラムの開始

heap 領域上のオブジェクト表で管理する．オブジェ

直後に一度だけ呼ばれてグローバル変数の境界情報を

クト表が管理する境界情報はプログラムの各メモリ

オブジェクト表に登録する．

アクセスの直前に参照され，アクセス範囲が対象オブ

2. 1. 2 境界検査コード

ジェクトの境界内に収まるかどうかの判定に利用され

境界検査コードはメモリアクセスまたはポインタ操

る．この方式に基づく境界検査器を OTBC（Object-

作の境界検査を行う．OTBC はメモリアクセスまたは

Table-based Bounds Checker）と呼ぶ．本章では，既

ポインタ操作に対し境界検査コードを挿入する．例え

存の OTBC の実現法とその問題点を説明する．

ば，配列参照に対し次の挿入を行う：

2. 1 検査コードの挿入と処理内容
OTBC は検査対象プログラムのコンパイル時に境

# chk_bnd(buf, buf+i);
buf[i] = val;

界検査コードを挿入する．検査コードはオブジェクト
追跡コードと境界検査コードに分類される．

2. 1. 1 オブジェクト追跡コード
オブジェクト追跡コードは，プログラムが割り当て
た/解放したオブジェクトの境界情報をオブジェクト
表に登録/削除する．OTBC はオブジェクトの割当位
置/解放位置にオブジェクト追跡コードを挿入する．例
えば，malloc/free の呼出しに対し次の挿入を行う：

p = malloc (size);
# if (p != NULL) reg_obj (p, size);
...
free (p);
# if (p != NULL) unreg_obj (p);
ここで，#で始まる行が，挿入したオブジェクト追跡
コードである．関数 reg obj は新しく割り当てられ
たオブジェクトの境界情報（ベースアドレス，サイズ
等（注 2））をオブジェクト表に登録する．関数 unreg obj
は解放されたオブジェクトの境界情報をオブジェクト
表から削除する．

static オブジェクトまたは stack オブジェクトの割
当と解放についても OTBC はオブジェクト追跡コー
ドを挿入する：

char g_buf[64];

また，ポインタ演算に対し次の挿入を行う：

# chk_bnd(buf, buf+i);
p = buf + i;
ここで，関数 chk bnd（注 3） はまず，オブジェクト表を
探索して，与えられたベースポインタ（buf）に対応
するオブジェクト（バッファbuf）の境界情報を取得
する．次に，アクセス先のアドレスまたは演算結果の
ポインタ（buf+i）が対象オブジェクトの境界内に収
まるかどうかを検査する．境界を越える場合は境界違
反を報告する．
また，OTBC は不正なメモリ操作を引き起こし得
る外部ライブラリ関数を，境界検査を行うラッパ関数
に置換する．例えば，関数 memcpy の呼出し：

memcpy(dst, src, n);
はラッパ関数 wrap memcpy の呼出しに置換する：

# wrap_memcpy(dst, src, n);
ここで，関数 wrap memcpy はポインタ dst，src の指
すオブジェクトのサイズが n 以上であるかどうかを検
査し，検査を通れば元の関数 memcpy を呼び出す．
なお，本章の冒頭では説明の便宜上，メモリ管理関
数 malloc/free の呼出しに検査コードを挿入する例

# void init_global_objs (void) {

を示したが，OTBC の実際の実装ではこれらのメモ

#

リ管理関数のラッパを用意し，ラッパ内で境界情報の

reg_obj(&g_buf[0], sizeof(g_buf));

登録/削除を行っている場合が多い．

# }
void func (void) {
char buf[32];
#

以上の境界検査手法は JK によるものである．RL
（及び DA）は JK と異なり，オブジェクト表以外に

reg_obj(&buf[0], sizeof(buf));
...

#

unreg_obj(&buf[0]);
return;
}

（注 2）
：既存の OTBC はこのほかにオブジェクトの領域種別（static，
heap，stack 等）や割当実行位置（ファイル名と行番号）などの情報も
追跡管理する．
：実際の OTBC は関数 chk bnd の呼出しに対して他の引数も渡
（注 3）
す．典型的には，アクセス種別（read または write）やアクセス実行位
置（ファイル名と行番号）などのデバッグ用情報を渡す．
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OOB（Out-Of-Bounds）オブジェクト表と呼ばれる
表を用いて一時的に境界を越えるポインタを追跡管理

3. 提案手法：トラップキャッシュ機構

する．その結果，ポインタ演算結果が一時的に境界外

3. 1 概

を指すがメモリアクセスには使用されない場合であっ

本研究の目的は，従来のオブジェクト表に基づくメ

ても誤検出が発生しない [24]．

要

モリ検査手法の問題点（前章を参照）を解決すること

2. 2 問 題 点

である．すなわち，検査コードを低レベル C プログラ

従来のオブジェクト表に基づく境界検査手法は比較

ムに容易に適用できるようにすることである．

的高互換（注 4）かつ高精度（注 5）であるが，検査コードの実

我々はこの課題の解決に向けて，トラップキャッシュ

装が多くのライブラリ関数や OS のシステムコールに

機構と呼ぶ新たな検査機構を提案する．この機構は

強く依存しているという問題点をもつ．その結果，そ

オブジェクト表に基づく検査コードを低レベルな環境

れらを利用できない環境で動作するプログラムに対し，

でも動作できるように改変したものである．トラップ

検査コードを適用することができない（適用しても検

キャッシュ機構の要点と効果は以下のとおり．

査コードは機能しない）．

•

Point 1：最近アクセスされたオブジェクトの

オブジェクト表に基づく検査コードは多くのライブ

境界領域のみを小容量の固定サイズのバッファ（トラッ

ラリ関数やシステムコールで実装される．例えば，オ

プキャッシュと呼ぶ）で追跡管理する．ここで，オブ

ブジェクト表のエントリの割当と解放はメモリ管理用

ジェクトの境界領域とは，そのオブジェクトに隣接す

のライブラリ関数（malloc，free など）やシステム

る 1 Byte の領域（2 個）を意味する（図 1）．このよ

コール（SBRK，MMAP など）で実装される．また，不

うに追跡管理する境界領域を限定することにより，検

正メモリ操作の検出報告は入出力用の関数（fprintf，

査によるメモリオーバヘッドが大幅に低減され，次の

syslog など）やシステムコール（WRITE など）で実装
される．更に，検出報告に有益なデバッグ情報（例え

Point 2 が実現可能となる．
• Point 2：トラップキャッシュを検査対象プロ

ば，コールチェインなど）を付加するために，デバッ

グラムの static 領域に配置する．これにより，検査

グ情報操作用の専用ライブラリ（DWARF ライブラ

コードの環境依存部分が大幅に減る．特に，トラップ

リ [5], [29] や BFD ライブラリ [15] など）が使用され

キャッシュの管理を環境依存度の高いメモリ管理関数

る．このように，従来のオブジェクト表に基づく検査

（malloc や free など）やシステムコール（SBRK や

コードは，多くのライブラリ関数やシステムコールに

MMAP など）を使用せずに実現できる．
• Point 3：検出報告用のバッファを検査対象プ

依存している．
一方，C 言語は，それらのライブラリ関数やシステ

ログラムの static 領域に配置し，不正メモリ操作の

ムコールを利用できない環境で動作するコードの記述

検出時に検査内容をバッファに保存する．また，検査

に使用されることも多い．本論文では，そのような

内容の生成にはデバッグ情報操作用のライブラリは使

コードを低レベル C コードと呼び，低レベル C コー

用しない．これにより，検査コードの環境依存部分が

ドを含むプログラムを低レベル C プログラムと呼ぶ．

大幅に減る．特に，検査内容の報告を環境依存度の高

OS のカーネル（Linux [30] など）や仮想マシンモニタ
（Xen [43] など）や標準 C ライブラリ（GLIBC [11]，

Newlib [17] など）やハードウェアを直接操作する種々

い入出力関数（fprintf や syslog など）やシステム
コール（WRITE など）を使用せずに実現できる．
我々は，トラップキャッシュ機構の設計において，低

の組込みプログラムなど，多くの重要なプログラムが
低レベル C プログラムに該当する．また，それらの低
レベル C プログラムにおいても不正メモリ操作はこれ
までに多数報告されてきた [1], [36], [37]．したがって，
低レベル C プログラムのメモリ検査は重要な課題で
ある．しかしながら，上述のとおり，従来のオブジェ
クト表に基づく検査コードは特定のライブラリ関数や

OS のシステムコールに強く依存しているため，低レ
ベル C プログラムを検査することができない．
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Fig. 1

図 1 有効メモリオブジェクトの境界領域
Boundary region of a valid memory object.

（注 4）
：ポインタの内部表現を変更しないため．
：static，heap，stack 領域上の全アクセスを検査できるため．
（注 5）
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レベル C コードへの適用可能性の獲得と引換えに検

static int

査精度を（ある程度）犠牲にする方針をとった．すな

do_dccp_getsockopt(..., char *optval,
int *optlen)

わち，トラップキャッシュに基づく境界検査は，従来

{

のオブジェクト表に基づく検査に比べて検査精度が低
い．特に，従来のオブジェクト表に基づく検査では，

#1

reg_obj(&optval, sizeof(optval));

順次的でない境界違反やダングリングポインタを含

#2

reg_obj(&optlen, sizeof(optlen));
...

む一般的な境界外アクセスが検出可能であるのに対

int val, len;

し，トラップキャッシュに基づく検査ではそれらを検
出できない．また，オブジェクト表ではすべてのオブ

#3

reg_obj(&val, sizeof(val));

ジェクトの情報を追跡可能であるのに対し，トラップ

#4

reg_obj(&len, sizeof(len));

キャッシュで追跡管理できる境界領域の数には上限が

...

ある（トラップキャッシュは固定サイズ）．これらの制

if (... ||

限事項（詳細は 3. 5 で後述）は検査精度の低下を意味

#5

wp_copy_to_user(optval, &val,

する．ただし，4. の実験結果が示すとおり，順次的な

len))
return -EFAULT;

境界違反に対しては，たかだか 4 kByte 程度のトラッ
プキャッシュで高精度な検査が可能であることが確認

return 0;

されている．

...

3. 2 トラップキャッシュ機構による境界検査の例

#6

unreg_obj(&optval);

本節では，トラップキャッシュに基づく境界検査の実

#7

unreg_obj(&optlen);

例として，低レベルコードの検査例を述べる．図 2 は

#8

unreg_obj(&val);

Linux カーネル 2.6.20.4 の関数 do dccp getsockopt

#9

（注 6）

に検査コードを挿入したものである

．

プログラムの実行時にこの関数が呼び出されると，ま
ず，関数のスタック変数の宣言に挿入された検査コード
（行#1 から行#4 の関数 reg obj）が順次実行される．

unreg_obj(&len);
}

図 2 Linux カーネル 2.6.20.4 の関数 do dccp getsockopt
の検査
Fig. 2 Checking the function do dccp getsockopt in
Linux kernel 2.6.20.4.

このとき，関数 reg obj の各呼出しはターゲットのメ
モリオブジェクトの境界領域を計算し，それをトラッ
プキャッシュに登録する．例えば，行#1 の reg obj

の本体に進む．本体の実行中は，各メモリアクセス

の呼び出しは変数 optval の境界領域（&optval-1 と

の実行位置に挿入された検査コード（関数 chk bnd）

&optval+sizeof(optval)）を求め，それをトラップ

が境界検査を行う．ここでは，行#5 のラッパ関数

キャッシュに登録する．ここで，トラップキャッシュは

wp copy to user が行う境界検査に焦点を当てて解

検査対象プログラムの static 領域に配置された小容量

説する． 図 3 が示すとおり，ラッパ関数は元の関数

かつ固定サイズのキャッシュであるため，境界領域の

copy to user を実行する前に，関数 chk bnd を呼び

登録時に既に満杯になっている場合がある．その場合

出してポインタ from，to が指す領域の境界を検査す

は，LRU（Least Recently Used）エントリを廃棄し，

る（注 7）．このとき，我々の検査方式はトラップキャッ

新規のエントリとして再利用する．このようにして，

シュに保存されている境界領域へのアクセスを境界違

最近アクセスされたオブジェクトの境界領域のみをト
ラップキャッシュに保存する．後に 4. の実験で説明す
るように，非常に小さなキャッシュサイズ（4 kByte）
でも大規模実用 C プログラムの境界違反の検出に十分
な効果を示す．したがって，トラップキャッシュによ
るメモリ使用量のオーバヘッドは非常に小さい．
一連の関数 reg obj の呼出しによる境界領域の登
録後，プログラムの実行は関数 do dccp getsockopt

（注 6）
：説明の便宜上，境界違反の検出に関係のないコードは省略した
（図中の...）．
：3. 4 で後述するとおり，ラッパ関数の本体は開発者が手動で記
（注 7）
述する．この際，元の関数の仕様に基づき，検査内容を決定する．典型
的には，元の関数のメモリアクセスの範囲が境界違反を引き起こすかど
うか（境界領域とオーバラップするかどうか）を検査する．例えば，関
数 copy to user は，アドレス from から始まる n バイトの領域の内容
を読み出し，アドレス to から始まる n バイトの領域に書き込む．した
がって，ラッパ関数 wp copy to user は，読出し範囲及び書込み範囲が
境界領域とオーバラップするかどうかを chk bnd で検査する．

1855

電子情報通信学会論文誌 2010/10 Vol. J93–D No. 10

unsigned long

る（ラッパ関数 wp copy to user（及び，元の関数）

wp_copy_to_user(void *to,

の第 3 仮引数の型が unsigned int であるため）．こ

const void *from,

の場合，ベースアドレス&val とサイズ ((unsigned

unsigned long n)

int)-1) で 規 定 さ れ る ア ク セ ス 範 囲 が 境 界 領 域

{

&val+sizeof(val) とオーバラップする（((unsigned

#10

chk_bnd(from, n, loc);

int)-1) は sizeof(val) よりもはるかに大きな値で

#11

chk_bnd(to, n, loc);

あるため）．その結果，関数 chk bnd は境界違反を報

return copy_to_user(to, from, n);

告する（Step 2a）．ただし，ここでの報告とは，検

}
Fig. 3

出報告用のバッファに検査内容を書き込むことを意味
図 3 関数 copy to user のラッパ
The wrapper of the function copy to user.

する（前述の Point 3 を参照）．なお，この境界違反
は実際に CVE-2007-1730 として報告されているもの
であり，複数種類の攻撃コードが存在する．

反と判定する．より正確には，メモリアクセス（注 8）の

境界違反が検出されなかった場合，プログラム実行

ベースアドレス（BASE）とサイズ（SIZE）を用いて，

は最終的に図 2 の行#6 から行#9 の関数 unreg obj

関数 chk bnd が次のステップを実行する：

の呼出しへと進む．ここで，関数 unreg obj の各呼出

•

Step 1：トラップキャッシュ内を検索して，ア

しは，トラップキャッシュから変数 optval，optlen，

ドレス BASE または BASE+SIZE-1 を囲む境界領域

val，len の境界領域を保持するエントリを削除する．

が保存されたエントリを探す．

•

これまで各種の検査コードがトラップキャッシュ機

Step 2a：検索がヒットした場合，メモリアク

構に基づき図 2 のプログラムを検査する過程を説明

セスの範囲が境界領域とオーバラップするかどうかを

してきたが，トラップキャッシュ機構には低レベル C

検査する．オーバラップする場合，次のいずれかの場

プログラムの検査を可能にする大きな特長がある．そ

合に限り境界違反を報告する：

れは，キャッシュ本体と検出報告用バッファが対象プ

（ 1 ） 境界領域が他のオブジェクト（隣接オブジェ
クト）の有効領域と重なっていない．

ログラムの static 領域に配置されているため，キャッ
シュエントリの登録/検索/削除と境界違反検出時の

（ 2 ） 境界領域が隣接オブジェクトの有効領域と重

検出報告がすべて static 領域上の単純なポインタ操

なっているが，アクセス範囲が隣接オブジェクトの境

作で実現できる点である．すなわち，トラップキャッ

界領域ともオーバラップしている（つまり，アクセス

シュ機構に基づく検査コードは，標準 C ライブラリ関

範囲が 2 個の隣接するオブジェクトを横断している）．

数（malloc，free，fprintf など）や OS のシステ

•

Step 2b：検索がミスした場合，境界違反を報

告せずに検査を終了する．
例えば，&val，len がそれぞれ BASE 引数，SIZE
引数として渡されると，行#10 の chk bnd の呼出しは

ムコール（SBRK，MMAP，WRITE など）に依存しない．
その結果，検査コードはそれらの関数やシステムコー
ルを利用できない低レベル C コードに対しても適用で
きる（有効に機能する）．

トラップキャッシュ内を検索して，アドレス&val また

3. 3 トラップキャッシュの実装

は&val+len-1 を囲む境界領域が保存されたエントリ

次に，トラップキャッシュ機構の実装について述べ

を探す．このとき，検索はヒットし，境界領域&val-1

る．図 4 が示すとおり，トラップキャッシュ機構は四

と&val+sizeof(val) を保持するエントリが見つかる

つの構成要素からなる：

（図 2 の行#3 の reg obj の呼出しがそのエントリを
登録しているため）．
ここで，行#5 でラッパに渡される変数 len の値

•

キャッシュエントリを保持する splay 木．

•

LRU エントリを選択する自己調整型リスト．

•

空きエントリを保持するプール．

について，2 通りの場合を考える．まず，0<len かつ

len<=sizeof(val) が成り立つ場合，関数 chk bnd は
境界違反を報告しない（Step 2a）．しかし，それ以外
の場合，例えば，len==-1 が成り立つ場合，chk bnd
に渡される SIZE 引数は ((unsigned int)-1) にな
1856

（注 8）
：なお，我々の手法では，メモリアクセス（メモリの読み書き）の
みを境界検査の対象とし，ポインタ演算には検査コード chk bnd を挿入
しない．したがって，オブジェクトの最後のアドレスの 1 バイト外を指
すポインタを生成し，元に戻すなどのポインタ演算（ANSI C で合法）
は検査の対象外である．
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トリをアクセス順で保持する自己調節型のリストを導
入した．このリストでは，キャッシュエントリがアク
セスを受けるたびに，対応するリストエントリがリス
ト末尾に移動される．その結果，キャッシュの LRU エ
ントリは常にリストの先頭に配置され，LRU エント
リの特定と置換を高速に実行できる．
次の構成要素は，キャッシュの空きエントリを保持
するプールである．我々はこのプールを static 領域に
配置し，キャッシュエントリの割当と解放をすべてこの
プール上で行うようにした．その結果，トラップキャッ
シュに対するすべての操作（エントリの登録，検索，
図 4 トラップキャッシュ機構の構成要素
Fig. 4 Components of trap caching.

削除）は static 領域上の単純なポインタ操作で実現す
ることができる．すなわち，トラップキャッシュの管
理は従来のオブジェクト表の管理と異なり，メモリ管

•

検出報告用のバッファ（配列）．

理用のライブラリ関数やシステムコールに依存しない．

以下で，これらの各構成要素に関する設計上の判断に

この特長により，トラップキャッシュ機構に基づく検

ついて説明する．

査コードは低レベルコードへの適用が容易である．

トラップキャッシュの有効エントリを格納するデー

最後の構成要素は，検出報告用のバッファ（配列）

タ構造として，我々は splay 木 [32] を採用した．なぜ

である．このバッファも static 領域に配置し，境界違

なら，我々の知る限り，エントリへのアクセスを最も

反検出時の検出内容はすべてこのバッファに格納する．

高速化できるデータ構造が splay 木だからである．プ

その結果，検査コードは従来のオブジェクト表に基づ

ログラムのメモリアクセスは時間的局所性をもつため，

く検査コードと異なり，入出力用のライブラリ関数や

メモリアドレスを探索キーとするエントリの探索も時

システムコールに依存しない．この特長も，検査コー

間的局所性をもつ．すなわち，最近アクセスしたエン

ドの低レベルプログラムへの適用を容易にしている．

トリは近々再度アクセスする傾向がある．一方，splay

3. 4 トラップキャッシュ機構の適用

木は二分探索木の一種であり，アクセスしたノードを

3. 4. 1 低レベル C プログラムへの適用

splaying と呼ぶ操作で根に移動しつつ木全体のバラン

低レベル C プログラムにトラップキャッシュ機構を

スを維持する．したがって，splay 木では最近アクセ

適用し比較的高精度な検査を実現するには，対象プ

スしたノードが根の付近に集まるので，最近アクセス

ログラムが使用するメモリ操作関数やメモリ割当/解

したノードへのアクセスは他のバランス木より高速に

放関数等のラッパを開発者が手動で記述する必要があ

行える．また，splaying は，最近アクセスしたノード

る．再び，3. 2 の Linux カーネルの検査例を用いて説

を単純に根に移動するだけの操作とは異なり，アクセ

明する．この例では，メモリ操作関数 copy to user

スの時間計算量が最悪でも O(log n) になるように木

がコンパイル時にラッパ関数 wp copy to user に置

全体の形をバランスする．このように，splay 木はト

換されているが，このラッパは開発者があらかじめ

ラップキャッシュエントリのアクセスパターンを高速

手動で記述しておかなければならない．また，関数

化するのに最適である．したがって，我々はキャッシュ

copy to user に限らず，境界検査の対象としたいメ

エントリを splay 木で管理することにした．

モリ操作関数にはラッパが必要となる．我々の検査

トラップキャッシュは有効エントリを格納する splay

例では，linux-2.6.20.4/include/asm/uaccess.h

木のほかに，LRU エントリを選択する自己調整型リ

等で定義されるメモリコピー関数（copy to user，

ストをもつ．前述のとおり，境界領域の新規登録時に

copy from user，strncpy from user，put user 等）

キャッシュが既に満杯になっている場合，LRU エント

やメモリ参照関数（strnlen user 等）を検査の対象

リを新規のエントリに置換しなければならない．とこ

と決め，各々のラッパ関数を記述した．ラッパ関数の

ろが，splay 木単独では LRU エントリを高速に特定

記述コストは，検査対象とする関数の種類や数に応じ

することができない．そこで，我々はキャッシュエン

て変化する．
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一方，heap 領域を対象に境界検査を行うには，heap
オブジェクトの境界情報を追跡管理しなければなら

標準 C ライブラリ以外のライブラリ関数の検査につい
ても同様である．

ない．この追跡管理には，メモリ管理関数のラッパ

3. 5 制 限 事 項

の記述が不可欠である．我々の Linux カーネルの検

本節では，トラップキャッシュ機構に基づく境界検

査例では，linux-2.6.20.4/include/linux/slab.h

査器のいくつかの制限事項を述べる．

等で定義されるメモリ割当関数（kmalloc，kcalloc，

3. 5. 1 非同期割込みへの対応

kzalloc 等）やメモリ解放関数（kfree 等）（が割当/

トラップキャッシュの管理はオブジェクト表の管理

解放するオブジェクト）を追跡管理の対象と決め，各々

に比べて実行環境からの独立性が高いが，完全に独立

のラッパ関数を記述した．ただし，Linux カーネルも

しているわけではない．実行環境に依存する部分は

含め，実用 C プログラムが使用するメモリ管理関数に

トラップキャッシュ操作中に割込みを禁止する関数で

は複数のレベルが存在する場合がある．例えば，
（1）シ

ある．トラップキャッシュは static 領域上に配置され，

ステムコール SBRK や MMAP （に対応するライブラリ

すべての検査コード間で共有される．したがって，あ

関数 sbrk や mmap）で大まかにメモリ領域を確保し，

る検査コードがトラップキャッシュを操作している間

（2）確保した領域をライブラリ関数 malloc や calloc

に割込みが発生し，ハンドラ内の検査コードがその操

等で細かく切り分け，
（3）更に，その領域を別のメモ

作を割り込むことが起こり得る．この場合，トラップ

リ管理関数で細分化して割り当てることなどは一般的

キャッシュのデータ構造は整合性を失ってしまう．こ

によく行われる．このような場合，どのレベルのメモ

れを防止するには，トラップキャッシュの操作を割込

リ管理関数（の割当/解放するオブジェクト）を追跡

みマスクで保護しなければならないが，割込みマスク

管理の対象とするかによって，ラッパの記述対象や記

の設定関数は実行環境によって異なる．したがって，

述コストが変わる．一方，我々のトラップキャッシュ

検出器は検査対象のプログラムの実行環境に応じて適

に基づく検査コードはどのレベルのメモリ管理関数に

切なマスク設定関数を使用しなければならない．例え

も依存しないため，任意のレベルでラッパ関数を柔軟

ば，前述の Linux カーネル 2.6.20.4 の検査では，我々

に記述できると予想している．

はマスク設定関数として spin lock irqsave を使用

なお，検査対象プログラムのコンパイル時に元の関

するよう検出器に若干の修正を加えた．ただし，適切

数からラッパ関数への置換を自動で行うには，一連の

なマスク設定関数を使用するよう検出器を修正する作

ラッパ関数の記述に加え，元の関数と置換後のラッパ

業は，従来のオブジェクト表ベースの検査器を低レベ

関数のペアのリストを検査器の設定ファイルに記述し

ルな環境に移植する作業に比べてはるかにコストが低

ておく作業も必要である．

い．実際，我々の検出器にマスク設定関数を指定する

3. 4. 2 高レベル C プログラムへの適用
高レベル C プログラム（注 9）へのトラップキャッシュ

作業は 10 行程度の修正で済んだ．

3. 5. 2 スレッドへの対応

機構の適用は，低レベル C プログラムの場合に比べ

マルチスレッドプログラムの検査では，トラップ

て容易である場合が多い．なぜなら，我々の検査器は

キャッシュへのアクセスを同期する必要がある．ただ

デフォルトで，標準 C ライブラリ関数（に含まれる

し，我々は現状，低レベル C プログラムではスレッド

メモリ操作/管理関数）のラッパを提供し，開発者の

切換が割込みによって発生する場合が多いと予想し，

ラッパ記述コストを抑えているからである．例えば，

トラップキャッシュへの操作を割込みマスクで保護す

string.h 等で定義されるメモリ操作関数（memcpy，

る以外の措置はとっていない．したがって，トラップ

strcpy 等）や stdlib.h 等で定義されるメモリ管理

キャッシュへの複数スレッドからのアクセスをマスク

関数（malloc，calloc，free 等）のラッパはデフォ

以外で同期することは今後の課題である．

ルトで提供されるため，開発者による手動記述は必要

3. 5. 3 トラップキャッシュミス

ない．ただし，検査対象プログラムが独自のメモリ管

トラップキャッシュは static 領域に配置され小容量

理関数（前節のレベル（3））を使用し，かつ，それら

かつ固定サイズであるため，エントリ検索時にキャッ

の関数（が管理するオブジェクト）を追跡管理の対象
としたい場合には，開発者によるラッパの記述（及び，
置換規則の設定ファイルの変更）が必要となる．また，
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（注 9）
：低レベル C プログラム以外の C プログラム，すなわち，OS
のシステムコールやユーザ空間内のライブラリ関数に依存する C プロ
グラムを高レベル C プログラムと呼ぶ．
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シュミスが起きる場合がある．そのようなキャッシュ

て挿入される検査コードは chk bnd(p, sizeof(*p))

ミス（したがって，不正メモリ操作の検出漏れ）が頻

であり，境界違反を検出できない．なぜなら，p が

繁に発生するなら，トラップキャッシュに基づく検査

p==a1+64 を満たすときに，*p = 0 はオブジェクト

法は受け入れられない．実際，4. の大規模実用 C プロ

a1 の境界領域へのアクセスであるが，境界領域が隣接

グラムを対象とした境界違反の検出実験では，キャッ

オブジェクト a2 の有効領域と重なり，かつ，アクセ

シュサイズを 1 kByte にした場合に検出漏れが多数発

ス範囲（アドレス p から始まる sizeof(*p) バイト）

生した．しかし，幸運にも，キャッシュサイズを徐々

が隣接オブジェクト a2 の境界領域とオーバラップし

に増加していくにつれ検出漏れは著しく減少し，最終

ないからである．すなわち，検出手順の Step 2a の

的にはたかだか 4 kByte のキャッシュで 10 万行を超

（1）と（2）のいずれのケースにも該当しないため，境

える大規模プログラムに対しても検出漏れが発生しな

界違反を検出できない．

くなった．したがって，キャッシュミスによる検出漏

このような検出漏れへの対策として，我々の検出器

れの大部分は，キャッシュサイズを適度に設定するこ

は現状，static，heap，stack の各領域においてオブ

とで解決可能であると考えられる．

ジェクトの配置を変更する（追跡対象のオブジェクト

3. 5. 4 境界領域をスキップする境界違反への対応

の割当時に 1 Byte の暗黙のパディングを付加する）オ

3. 2 で説明した境界検査手順は，アクセス範囲が境

プションを提供している．しかし，一部の実用 C プロ

界領域とオーバラップしない場合に検出漏れを引き起

グラムではオブジェクトの配置変更が許容されない場

こす．すなわち，順次的でない境界違反を検出できな

合もあり，その場合にこの対策は使用できない（4. の

い．例えば，あるオブジェクトへのアクセスの途中で

実験でも，使用していない）．上記の検出漏れへのよ

境界領域をスキップして別のオブジェクトの領域をア

り完全な対策として，RL や DA と類似の OOB オブ

クセスするような境界違反は我々の手法では検出でき

ジェクトの追跡管理が有効であると予想するが，その

ない．このような境界違反を検出するには，RL [24] や

実現と評価は今後の課題である．

DA [25] と類似の OOB（Out-Of-Bounds）オブジェ

3. 5. 6 トラップキャッシュのアクセス衝突への対応

クトの追跡管理が必要となる．ただし，それらの追跡

共有メモリ型のマルチコア環境で各コアに個別の

管理に必要なテーブルサイズは大規模 C プログラムの

スレッドを割り当てて動作するプログラムにトラップ

検査においてもたかだか 1 kByte 程度であると報告さ

キャッシュ機構を適用した場合，各スレッドによるト

れている [24]．したがって，トラップキャッシュ機構の

ラップキャッシュアクセスの衝突が頻繁に発生し，検

枠組みでも OOB オブジェクトを追跡管理することは

査時間が大幅に増加することが予想される．我々は現

可能であると予想し，その実現と評価は今後の課題と

状，このような衝突への対策を行っていない．しかし

する．

ながら，上記のようなプログラムは今後増加すると考

3. 5. 5 隣接するオブジェクトへの対応

えられるため，対策は必要である．対策候補の一つと

3. 2 の境界検査手順の Step 2a の（2）では，メモ

して，同期不要アルゴリズムの適用を検討しているが，

リアクセス範囲があるオブジェクトの境界領域とオー
バラップし，かつ，その境界領域が隣接オブジェクト
の有効領域と重なる場合の処理について述べた．しか
し，この処理は完全ではなく，境界違反の検出漏れが
発生する場合がある．例えば，次のコード片を考える：

その実現と評価は今後の課題である．

4. 実

験

本章の実験の目的は，トラップキャッシュ機構の有
効性を示すことである．すなわち，トラップキャッシュ
機構の導入により，オブジェクト表ベースの検査コー

char a1[64], a2[64], *p;

ドが低レベルコードに適用可能になり，かつ，検査精

for (p = a1; p <= a1 + 64; p++)

度とオーバヘッドに深刻な悪影響が生じないことを示

*p = 0;

したい．そのための手段として，トラップキャッシュ
機構に基づく境界検査器を GCC 4.1.1 の拡張として

配列 a1 の直後に配列 a2 が配置される（a1+64==a2）

実装した（境界判定方式は 3. 2 で説明したとおり）．

とすると，このコード片は sizeof(char) バイトの境

この検出器を TCBC と呼ぶ．我々は境界検査の対象

界違反を引き起こす．しかし，デリファレンス*p に対し
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表 1 検査コードの適用可能性
Table 1 Applicability of check code.
Program
apache 1.3.37
cvs-1.12.6
gawk-3.1.0
glibc-2.7
gzip-1.2.4
httpd-2.2.2
kgdb-2
linux-2.6.24
newlib-1.16.0
openssl-0.9.6
php-4.4.4
proftpd-1.3.0
sendmail-8.12.7

Type
web server
version control tool
text processing language
standard C library
compression tool
web server
built-in kernel debugger
operating system
embedded standard C library
SSL and TLS toolkit
web development language
FTP server
mail server

を文字列操作（注 10）に限定するという最適化を検出器に
施した上で，本章の実験を行った．
この最適化では，対象コードのコンパイル時に抽象

Level
high
high
high
low
high
high
low
low
low
high
high
high
high

# Lines
74 K
74 K
27 K
791 K
5K
206 K
3K
5327 K
337 K
116 K
345 K
58 K
82 K

RL
yes
yes
yes
no
yes
yes
no
no
no
yes
yes
yes
yes

TCBC
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

ラムとは，OS のシステムコールと標準 C ライブラリ
を利用する C プログラムを意味し，低レベルな C プ
ログラムとは，それらを利用できない環境で動作する

構文木を走査し，各メモリアクセスに対し，型が文字

低レベル C コードを含むプログラムを意味する．表

列操作に関連する場合に限り，境界検査コードを挿入

中の列# Lines は，対象プログラムのソースコード行

する．例えば，対象コード中にポインタのデリファレ

数を表す．表中の列 RL は Ruwase と Lam の手法に

ンス*p が含まれる場合，p の型が [unsigned] char

基づく従来のオブジェクト表ベースの検出器 [24] を対

*または [unsigned] char ** であれば境界検査コー

象プログラムに適用できたかどうかを示す．列 TCBC

ドを挿入するが，それ以外の型（int *等）であれば

は我々のトラップキャッシュに基づく検出器の適用結

挿入しない．ただし，ラッパ関数への置換はラッパが

果である．

用意されている関数すべてに対して行う．また，オブ

表中の結果が示すとおり，RL は 13 個の実用 C プ

ジェクト追跡コードも基本的には文字列オブジェクト

ログラムのうちの高レベルな 9 個のプログラムには適

の割当/解放部に対してのみ挿入するが，ラッパ関数

用できたが，低レベルコードを含む 4 個のプログラム

の呼出しの引数となり境界検査を受けるオブジェク

には適用できなかった．これは RL の検査コードが標

ト（注 11）も追跡管理の対象とする．これと類似の最適化

準 C ライブラリ関数及び OS のシステムコールに強く

は Ruwase と Lam による検出器 [24] や ProPolice [9]

依存しているためである．同様の理由で，従来のオブ

でも採用されており，実用 C プログラムの境界違反の

ジェクト表ベースの検査器である JK [22] や DA [25]

大部分は文字列操作に起因するという実情を有効活用

や Mudﬂap [23] なども低レベルなプログラムには適

している．

用できない．これに対し，我々の検出器（TCBC）は

実験環境は Intel Core2 Duo 1.33 GHz×2 と 2 GB

13 個の実用 C プログラムすべてに適用できた．トラッ

の RAM を搭載した Linux 2.6.24 ワークステーショ

プキャッシュに基づく検査コードは標準 C ライブラリ

ンであり，コンパイル時の最適化レベルには-O2 を使

関数やシステムコールに依存しないため，それらを利

用した．

用できない低レベルな環境でも稼動するからである．

4. 1 低レベル C コードへの適用可能性

以上の実験結果から，トラップキャッシュ機構の導

我々はトラップキャッシュに基づく検査コードの低
レベル C コードへの適用可能性を調べるために，13
種類の実用 C プログラムに対して TCBC の適用を試
みた．表 1 がその結果である．表中の列 Level は C プ
ログラムのレベルを表し，高レベル（high）と低レベ
ル（low）の 2 種類の値をとる．高レベルな C プログ
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（注 10）
：我々が意図する文字列操作とは，単純な文字配列へのアクセス
のほかに，[unsigned] char *や [unsigned] char **型のポインタを介
したメモリアクセスや（void *型でアクセス先の領域を指定する）memcpy
などのライブラリ関数によるメモリアクセスを含む．
：ただし，我々の検出器の現状の実装では，ポインタ解析を行っ
（注 11）
ておらず，ラッパ関数の呼出しに直接渡されるオブジェクトのみを追跡
管理の対象に加えている．
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Table 2
Program
apache 1.3.37
cvs-1.12.6
gawk-3.1.0
gzip-1.2.4
httpd-2.2.2
linux-2.6.20.4
openssl-0.9.6
php-4.4.4
proftpd-1.3.0
sendmail-8.12.7

表 2 順次的な境界違反の検査精度
Accuracy of checking sequential buﬀer overﬂows.

Buﬀer Overﬂow
htpasswd.c:421
CERT VU#192038
io.c:1961
CVE-2001-1228
CERT VU#395412
CVE-2007-1730
CERT VU#102795
zip.c:302
CVE-2006-6563
CERT VU#398025

Region
stack
heap
stack
static
stack
stack
heap
heap
stack
static

RL
succeeded
succeeded
succeeded
succeeded
succeeded
N/A
succeeded
succeeded
succeeded
succeeded

TCBC(1 KB)
succeeded
failed
succeeded
failed
succeeded
failed
failed
succeeded
succeeded
failed

TCBC(2 KB)
succeeded
failed
succeeded
succeeded
succeeded
succeeded
failed
succeeded
succeeded
failed

TCBC(4 KB)
succeeded
succeeded
succeeded
succeeded
succeeded
succeeded
succeeded
succeeded
succeeded
succeeded

入により，検査コードはレベルの高低を問わず，様々

とそれらの検出漏れはある程度解消できた．更に，列

な種類の実用 C プログラムに適用可能になることが確

TCBC（4 kByte）が示すとおり，キャッシュを 4 kByte

認できた．

まで増やすと検出漏れは全く発生しなくなった．

4. 2 検 査 精 度

以上の実験結果から，トラップキャッシュに基づく

次に，前節の 13 種類のプログラムのうち，境界違反

検査コードは，大規模な実用 C プログラムに対しても

の脆弱性を含む 10 種類のプログラム対象として，ト

たかだか 4 kByte のキャッシュサイズで，境界違反を

ラップキャッシュに基づく検査コードの検査精度を評

高精度に検出できることが分かった．ただし，この実

価した．この実験の目的は，トラップキャッシュに基

験で発生させ検出できたのはすべて順次的な境界違反

づく検査コードがどの程度のキャッシュサイズを使用

である．3. 5 でも述べたとおり，オブジェクト表に基

すればどの程度の検査精度を得られるかを調べること

づく検査法（RL やその拡張である DA）は順次的で

である．検査精度の達成目標を示す目的で，Ruwase

ない境界違反も検出できるが，我々の手法は現状，検

と Lam によるオブジェクト表ベースの検査器 RL [24]

出できない．

を使用した．境界違反は SecurityFocus [36] などで一

なお，本節の実験結果や Ruwase と Lam による報

般に公開されている攻撃コードを利用して発生させた．

告 [24] が示すとおり，境界検査を文字列操作に限定す

表 2 が実験結果である．表中の列 Program は検査

る最適化を行った場合でも，実用上は良い精度で検査

対象のプログラムを示し，列 Buﬀer Overﬂow は該当

を行えると予想できる．ただし，我々の検査手法（及

の境界違反に対して，CERT [1] や MITRE [37] など

び最適化）によって，対象コード中の文字列操作をす

のセキュリティ機関が割り当てた脆弱性番号（CERT

べて検査できるわけではない．例えば，文字配列に対

VU#... や CVE-...）または境界違反の発生位置（ファ

する int * 型のポインタを用いたアクセスなどは検査

イル名と行番号）を示す．列 Region は境界違反が

の対象外である．また，アセンブリコードで記述され

発生したメモリ領域の種類である．列 RL は検出器

た文字列操作も検査できない．我々は現状，これらの

RL [24] による境界違反の検査精度（達成目標）を表

検査漏れは比較的少ないと考え，対策は今後の課題と

す．列 TCBC（xKB）は我々の検出器（TCBC）によ

している．

る検出結果であるが，括弧内の xKB は実験時に使用

4. 3 オーバヘッド

したトラップキャッシュのサイズである．

最後に，前節の 10 種類のプログラムを対象に，ト

まず，列 RL が示すとおり，従来のオブジェクト

ラップキャッシュに基づく境界検査のオーバヘッドを

表ベースの検査コードは低レベルプログラムである

調べた．表 3 がオーバヘッドの計測結果である．表中

linux-2.6.20.4 を除き，すべての境界違反を検出でき

の列 Benchmark は計測に使用したベンチマークプロ

ている．一方，列 TCBC（1 kByte）が示すとおり，

グラム名を示す．ベンチマークプログラムが存在しな

1 kByte のトラップキャッシュに基づく検査コードは，

い場合は，対象 C プログラムのパッケージに付属する

static，heap，stack の全領域上で境界違反の検出漏

テストスイートを使用し，その実行コマンド名（make

れを引き起こしている．しかし，列 TCBC（2 kByte）

check または make test）を明記した．列 Description

が示すとおり，キャッシュサイズを 2 kByte に設定する

はベンチマークプログラムが対象プログラムに課した
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表 3 オーバヘッド
Table 3 Overheads.
Program
apache 1.3.37
cvs-1.12.6
gawk-3.1.0
gzip-1.2.4
httpd-2.2.2
linux-2.6.20.4
openssl-0.9.6
php-4.4.4
proftpd-1.3.0
sendmail-8.12.7

Benchmark
httperf [39]
make check
make check
make check
httperf [39]
iozone [14]
speed [40]
make test
curl [41]
smtp-source [42]

Description
Response time to 15 K tcp connections at the rate of 90 per second.
Time to run the test suite.
Time to run the test suite.
Time to run the test suite.
Response time to 15 K tcp connections at the rate of 90 per second.
Time to read and write 4 KB records from a 64 MB file on ext3.
Time to sign and verify 2048 bit keys using rsa.
Time to run the test suite.
Latency of 225 MB file transfer via the network loop back interface.
Time to send 1 K messages running 10 smtp sessions in parallel.

Average

Time
3%
12%
3%
33%
17%
23%
9%
51%
8%
14%
17%

処理内容を示す．列 Time はトラップキャッシュに基

網羅性に優れる反面，誤検出が多く，現実的な時間

づく境界検査の実行時間のオーバヘッドであり，ベン

内で大規模なプログラムを検査することが難しい．し

チマークを 10 回実行して得た平均値である．

かし，比較的効率の良い静的手法もいくつか存在す

表中の列 Time が示すとおり，検査による実行オーバ

る．Wagner らは文字列バッファを操作するライブラ

ヘッドは 3%から 51%の範囲に収まり，平均は 17%で

リ関数による境界違反を検出する手法を提案した [3]．

ある．この結果から，我々のトラップキャッシュに基

Larochelle らは LCLint [2] を拡張し，開発者のアノ

づく境界違反検出器は，Ruwase と Lam によるオブ

テーションとヒューリスティクスを用いて軽量な境界

ジェクト表ベースの検出器 RL [24] と同程度に高速で

検査を行う手法を提案した [4]．Dor らは検査対象プロ

あることが分かった．したがって，トラップキャッシュ

グラムの各関数の事前事後条件と副作用を開発者に記

の導入により，検査による実行オーバヘッドが著しく

述させ，その記述をもとにして文字列バッファの境界

増加する危険性はないと考えられる．

違反を低い誤検出率で検出する手法を提案した [6]．

なお，Ruwase と Lam の検査手法は OOB オブジェ

これらの静的手法は我々の手法に比べ，検査の網羅

クトの追跡管理を行うため，追跡管理しない手法（我々

性に優れる（検出漏れが少ない）が，誤検出が多く，

の手法を含む）に比べて実行オーバヘッドが大きくな

多量のソースコードの変更を必要とする．

る場合がある．ただし，Ruwase と Lam の報告 [24]

5. 2 動的境界検査

によると，8 種類の実用プログラムを対象とした実験

動的手法は一般に，大規模なプログラムを現実的な

では，OOB オブジェクトの追跡管理による検査時間

時間内で検査できる反面，網羅的な検査が困難である．

の増加は非常に小さい．
（最悪のケースで 15%増加し，

5. 2. 1 バイナリー検査

残りのケースでの増加は無視できるほど小さい）．こ

対象プログラムのバイナリーに検査コードを挿入

れは，多くのプログラムにおいて OOB オブジェクト

し，他の不正メモリ操作とともに境界違反を検出する

へのポインタ操作が実行される頻度が非常に少ないこ

ツールがある．Purify はオブジェクトコードに対して

とを反映している．したがって，TCBC と RL のオー

検査コードを静的に挿入する [13]．Valgrind は実行可

バヘッドの比較は妥当であると考えられる．

5. 関 連 研 究

能ファイルを動的に解釈しながら検査を挿入する [16]．

Purify と Valgrind は各メモリ位置に対し，不正メモ
リ操作を検出するためのメタデータを関連づける．

C プログラムの境界検査手法はこれまでに多数提案

これらの手法は我々の手法と異なり，
（1）ソースコー

されている．本章では，それらの手法を主に実装方式

ドがなくても検査を行える，
（2）境界違反以外のバグ

に基づいて分類し，各手法の適用範囲/適用コスト，検

（例えば，未初期化変数の読込みやメモリリーク）も

査精度，オーバヘッドなどの側面を議論するとともに

検出できるという利点をもつ．しかし，ソースコード

我々の手法と比較する．

に検査コードを挿入する手法に比べて検出精度が低く，

5. 1 静的境界検査

実行オーバヘッドが非常に大きい（平均で少なくとも

静的境界検査は一般に，動的検査に比べて検査の

1000%以上）．また，低レベル C プログラムへの適用
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も困難である．

Cyclone は C 言語の文法を拡張し，各ポインタの fat

5. 2. 2 ライブラリ関数の置換

pointer への変換方針を開発者に決定させる．CCured

いくつかのツールは外部ライブラリ関数を境界検査

は独自の型システムを利用してポインタを安全なもの

機能をもつ関数に置換する．Electric Fence は malloc

と非安全なものに分類し，非安全なポインタをポイン

を置換し，置換後の malloc は割り当てた領域の隣接

タ演算に関連するもの（SEQ ポインタ）とキャスト

領域を OS のメモリ保護を利用してアクセス不可にす

に関連するもの（WILD ポインタ）に分類する [21]．

る [10]．その結果，malloc で確保した領域の境界違反

分類後，CCured は SEQ ポインタに対して境界検査

は OS のメモリ保護が検出する．Libsafe と Libverify

を挿入し，WILD ポインタに対して動的型検査を挿

は strcpy などのメモリ操作用のライブラリ関数を置

入する．その際に，WILD ポインタを fat pointer に

換し，置換後の関数は引数を検査して stack 領域上の

変換し，SEQ ポインタに関連づけるメタデータはポ

境界違反を検出する [12]．

インタ変数とは別の場所に保管する．このようにして

これらの手法は我々の手法に比べ，対象プログラム
のソースコードを必要としない点が優れる．しかし，

static，heap，stack の全領域で境界検査を行えるわ
けではないため，我々の手法より検査精度が低い．

CCured は従来の fat pointer 方式の互換性を改善し
ている．

fat pointer に基づく境界検査手法は我々の手法と同
様，static，heap，static の全領域と多くのメモリ操

5. 2. 3 スタック保護

作を検査できるため高精度である．また，順次的でな

スタック破壊は最も危険な攻撃の一つであるため，

い境界違反を検出できる点や構造体の各フィールドの

スタック保護に特化した手法が提案されている．Stack-

境界を正確に把握できる点などで我々の手法より検査

Guard はカナリーワードをリターンアドレス格納位

精度が高い．更に，境界違反のみならず，ダングリン

置の直前に挿入する事でスタック破壊を検出する [7]．

グポインタや不正な関数ポインタなど様々な不正メモ

StackShield は関数開始直後にリターンアドレスのコ

リ操作を検出する事ができる．一方，ポインタのター

ピーを安全な場所に保存し，関数終了直前に復元す

ゲットオブジェクトのベースアドレスとサイズを fat

ることでリターンアドレスの書換えを無効化する [8]．

pointer から瞬時に取得できる（表を検索する必要が

ProPolice は PFP（Previous Frame Pointer）格納

ない）ため検査オーバヘッドも我々の手法より小さい．

位置の直前にカナリーワードを挿入することで，リ

しかし，fat pointer は従来のポインタ表現と互換性が

ターンアドレスと PFP の両方を保護する [9]．また，

ないため，大規模実用 C プログラムの検査時に多量の

ProPolice はローカル変数（関数のパラメータも含む）

ソースコードの修正が必要となる事が多い．典型的に

をスタックフレーム上のバッファの直前に配置する事

は，対象プログラムがコンパイル済みの外部ライブラ

で，境界違反からローカル変数を保護する．

リ関数とポインタを介してデータを授受する場合やイ

これらの手法は我々の手法に比べ，実行オーバヘッ

ンラインアセンブリを用いてポインタ操作を行ってい

ドが小さい．また，ProPolice は低レベル C プログラ

る場合に修正が必要となる．我々の手法はこれらの場

ム（Linux カーネル）への適用実績がある．しかし，

合でも修正を要求しない．

これらの手法は static 領域や heap 領域の境界違反を
検出できないため，検査精度は低い．

5. 2. 5 オブジェクト表
2. で説明したとおり，いくつかのシステムは対象プ

5. 2. 4 拡張ポインタ表現

ログラムのコンパイル時に検査コードを挿入し，実行

ポインタの内部表現を拡張してポインタ値のほか

時に heap 領域上のオブジェクト表を用いて有効オブ

にターゲットオブジェクトのベースアドレスとサイズ

ジェクトの境界情報を管理する．JK [22] はオブジェ

などの検査用情報を含める手法が複数提案されてい

クト表に基づく初期の検査手法であり，RL [24] は JK

る．拡張ポインタ表現は一般に fat pointer と呼ばれ

を拡張してポインタが一時的に境界外を指す場合の誤

る．SafeC は検査対象プログラムのポインタ表現を fat

検出を低減した．更に，RL は境界検査を文字列操作

pointer に変換し，fat pointer に基づく検査コードを

に限定する事で実行オーバヘッドを大幅に削減した．

挿入する [19]．Cyclone も fat pointer と実行時検査

DA [25] は自動プール割当 [26] と呼ばれる手法を用い

を使用するが，静的型解析によりメモリ安全性を言語

てオブジェクト表を複数の小さな表に分割することで

レベルで保証しつつ不要な検査を除去する [20]．更に，

RL の実行オーバヘッドを削減した．また，DA は OS
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