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アブストラクト
筆者の研究室では、ソフトウェアシステムの拡張作業や修正作業を、そのシステムの実行を停止さ
せることなく行えるメカニズムを実現する研究を行っている。我々の方式は、動的結合ライブラリの
技術を発展させ、実行時でもライブラリの変更ができるようにし、ソフトウェアが発展できるように
することである。我々の方式の特長は、実行時のライブラリの変更をライブラリのバージョン管理と
いう方式で実現しようとしている点である。我々は、このライブラリのバージョン管理を２つの異な
る方式で実現することを検討した。本稿では、まず、それらの方式の概要について述べ、各々の方式
の特徴や機能の比較などを行う。次に、各々の方式を実現するために開発したシステムの概要を述べ
る。
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Abstract
Our goal is to develop a mechanism that allows computer programs, which are running, to evolve and change
their behavior without stopping their execution. Our approach is to include a runtime version management
mechanism into DLL’s (Dynamic Linking Libraries) to support runtime software evolution. We have extended
the traditional dynamic linking mechanism in two different ways to support the runtime version management. In
this paper, We will first show the outline of our runtime version management mechanisms of DLL’s. And then
We will show our ways of implementing the runtime version management mechanisms of DLL’s. We will
conclude the paper with a summary and future works.
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て述べ、各々の方式の特徴や機能の比較などを行

1.

はじめに

う。次に、各々の方式を実現するために開発した

銀行の大規模オンライン処理システムや各種

システムの概要を述べる。

のサーバシステムなどは、その一時的な停止でさ

実現方式

2.

えもユーザへのサービスの提供に大きな障害を
もたらす。そのため、そのようなシステムの定期

2.1.

的保守作業は、利用者の少ない深夜などを選んで
行われるが、突発的に発生した不良の修正などは

ライブラリのバージョン管理による
発展メカニズム

我々の目標は、動的結合ライブラリの概念を

この限りではなく、多くのユーザに対して不便を

さらに発展させ、

かけ、システムの実行を停止して行われているの

(1) 動的結合ライブラリ中の関数やクラスに

が現状である。そのため、ソフトウェアシステム

複数のバージョンを定義することを可能

の拡張作業や修正作業を、そのシステムの実行を

とすること

停止させることなく行える技術の開発が望まれ

(2) ロード時にはもちろん、実行開始後でも、

ている。

複数用意されたバージョンからユーザが

現在広く用いられている技術の一つに動的結

必要なバージョンを選択して実行できる

合ライブラリがある。動的結合ライブラリでは、

ようにすること

ソフトウェアシステムの実行形式ファイルを作

(3) 使用するライブラリ関数のバージョンの

成するリンク作業において、ライブラリを実行形

指定は、実行中でも変更できるようにし、

式ファイルに含めない。その代わり、実行形式フ

一度ロードされたライブラリ関数でも、実

ァイルをメモリ中にロードする際に、同時にライ

行中に他のバージョンを再ロードして入

ブラリもメモリ中にロードし、結合して使用する

れ替えることができるメカニズムを実現

技術である。この技術を用いれば、ソフトウェア

すること

のリンク作業を完了したあとでも、ライブラリ関

にある。さらに、これを実現するにあたって、

数を変更することにより、そのライブラリを使用

(4) 既存のライブラリは、変更なく、バージョ

するソフトウェアの機能を変更、追加できる。し

ンのひとつとして利用できること

かし、ひとたび実行が開始されてライブラリのロ

(5) ライブラリを使用するユーザプログラム

ードが完了してしまうと、結合されたライブラリ

の方には手を加えずに、バージョン管理機

の変更はできないという欠点があった。

能を利用できること

我々の研究室では、現在、動的結合ライブラ

を目標としている。

リの技術を発展させ、実行時でもライブラリの変

現行の動的結合ライブラリでは、ライブラリ

更ができるようにするメカニズムを実現する研

ファイルごとにバージョンを作成することは可

究を行っている。我々の方式の特長は、実行時の

能であり、ライブラリファイル名の拡張子として

ライブラリの変更をライブラリのバージョン管

バージョン番号が示される。複数のバージョンを

理という方式で実現しようとしていることであ

持つライブラリが存在する場合には、その最新バ

る。我々は、このライブラリのバージョン管理を

ージョンが自動的に選択されて動的にリンクさ

２つの異なる方式で実現することを検討した。

れたり、標準でリンクするバージョンが決まって

本稿では、まず、それらの方式の概要につい
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ユーザ
プログラム

いたりする。リンカの機能のみでは、リンクされ

関数 A
バージョン１

関数 A
バージョン２

関数 A
バージョン３

るバージョンを明示的に指定することはできな
いが、複数のバージョンを別々のディレクトリに

バージョン
指定情報

入れておき、ローダが読み出すディレクトリを指

ローダ
（選択機能）

選択的かつ排他的
ローディング

定したり、ライブラリファイルのシンボリックリ
プログラム
実行系

ンクを使用することで、バージョンの明示的な指
定も可能となる。しかし、これらは、あくまでロ

図 1：選択的動的リンクの概要

ーダの機能であるので、バージョンの選択ができ
るのは、実行を開始する時点（プログラムのロー
ド時）までに限定される。一度実行を開始してし

りプログラムの実行系に読み込まれる。ローダは、

まうと、変更はできなくなる。従って、これらの

そのユーザプログラムが必要とする関数 A のバ

現行の動的結合ライブラリの欠点を克服した上

ージョンをユーザが指定するバージョン情報に

で、上記の５項目を満足する実行時のバージョン

より、選択的にプログラム実行系へロードし、実

管理方式を実現するのが、本研究の目的である。

行する。

この実行時のライブラリのバージョンの管理

(2)

要求ベースのローディング

機能については、いくつかの実現方式が考えられ

第二の特徴は、ライブラリのロードは、その

るが、本研究では、次の２つの方式で研究を行っ

ライブラリが必要とされるようになった段階で

た。

初めて行うことである。これは、ロードすべきバ

2.2.

ージョンが、ユーザプログラムの実行開始時には

選択的動的リンク

存在していない可能性があるためである。

第一の方式は、ユーザプログラムが呼び出す

図１では、ロードしたユーザプログラムが、

ライブラリのバージョンの中から必要なバージ

関数 A を呼び出す必要が発生するまでは、関数 A

ョン選択し、ユーザプログラムと選択されたバー

をロードすることはしない。ユーザプログラムが

ジョンを直接リンクすることにより、バージョン

関数 A を呼び出す段階で、初めてローダは関数 A

管理を実現する方式である。本方式は、選択的動

の必要なバージョンをプログラムの実行系にロ

的リンク（Selective Dynamic Linking）と呼ばれ、

ードし、そこで関数 A の実行が可能となる。

次の３点で特徴付けられる。
(1)

(3)

選択的ローディング

排他的ローディング

第三の特徴は、バージョンのローディングが

まず、第一の特徴は、ローダがライブラリを

排他的であることである。各バージョンをプログ

ロードする際に、複数あるライブラリのバージョ

ラム実行系へ直接ロードするこの方式では、ひと

ンのうちから、ユーザが示すバージョン指定情報

つの関数に複数のバージョンがあった場合でも、

をもとに、必要なバージョンを選択してロードす

ユーザプログラムからは、それらはすべて同じ関

ることである。ロードされたバージョンは、ユー

数であると見える必要がある。そのため、それら

ザプログラムとリンクされ実行される。例えば、

のバージョンは全て同じ名前を持つことになり、

図１は、ライブラリ中の関数 A をユーザプログ

ひとつの関数のバージョンのうちでプログラム

ラムが呼び出している場合のバージョン管理を

実行系のメモリ中に一度にロードできるのはひ

示している。ユーザプログラムがまずローダによ

とつのみとなる。従って、実行途中でロード済み
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バージョン
指定情報

のバージョンを他のバージョンへ交換する必要
が発生した場合には、ロード済みのバージョンを

関数 A
バージョン１

アンロードし、新しいバージョンをロードする必

ユーザ
プログラム

要が生じる。一度ロードが完了した関数のバージ

関数 A の
代理関数
非選択的
呼び出し

ョンを入れ換えるためには、ローダあるいはプロ
グラム実行系のシンボルテーブルの再構成など

選択的
呼び出し

の作業が発生することは否定できない。

関数 A
バージョン２
関数 A
バージョン３

現在、この方式は、Java 言語の仮想マシンに
機能を追加する方式で、実装を開始している。詳
図 2:間接的動的リンク

細は、３節で述べる。

2.3.

間接的動的リンク

第二の方式、間接的動的リンク（

クラスから生成されるオブジェクトを使用して
Indirect

いる場合、この方式は、オブジェクトに複数のバ

Dynamic Linking）は、ユーザプログラムとライ

ージョンが存在することを可能とする。ユーザプ

ブラリを直接リンクせずに、各ライブラリ関数ご

ログラムは直接オブジェクトの特定のバージョ

とに「代理関数」(Proxy Function）を作成し、ユ

ンにアクセスするのではなく、そのオブジェクト

ーザプログラムとその代理関数をリンクする方

の代理オブジェクトにアクセスする。代理オブジ

式である。代理関数は、自分がユーザプログラム

ェクトは、ユーザプログラムから受け取ったアク

に呼ばれると、ユーザプログラムに代わって、自

セスの要求を、適切なバージョンへ転送し、そこ

分が代理するライブラリ関数の必要なバージョ

で処理する。処理が完了した段階で、処理結果が

ンを選択して実行し、その結果をユーザプログラ

代理オブジェクトを経由してユーザプログラム

ムに渡す。たとえば、図２に示す通り、あるユー

へ渡される。

ザプログラムがライブラリ中の関数 A を呼び出

2.4.

しているとする。関数 A に複数のバージョンが
あった場合、ユーザプログラムが呼び出す関数 A

実現方式の比較

上記の２つの方式をいくつかの面から比較す

は、実際の関数 A の処理を行うのではなく、関

ると、次のような結果が得られる。

数 A の必要なバージョンを呼び出すためだけに

(1)

実行速度

使用する代理関数となる。関数 A の代理関数は、

第二の方式である間接的動的リンクの欠点の

ユーザの指定するバージョンを呼び出し実行し、

ひとつは、関数を呼び出すごとに代理関数を経由

その実行結果をユーザプログラムへ渡す。また、

して呼び出しが実行されるため、そのオーバヘッ

代理関数が行う作業は、関数の呼び出しだけでは

ドが発生する点である。それに比べて、第一の方

ない。呼び出す直前に、その関数をロードしたり、

式の選択的動的リンクでは、ユーザプログラムと

ロード済みのバージョンを別のバージョンへ入

ライブラリを直接リンクさせてしまうため、実行

れ換える作業なども行う。

時のオーバヘッドは存在しない。

バージョンを定義する単位は、関数とは限定

(2)

実現の容易さ

されない。バージョンは、オブジェクトレベルで

間接的動的リンクの大きな利点は、リンカや

定義できる。ユーザプログラムがライブラリ中の

ローダを変更しなくても実現可能であるという
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点である。特に、スタティックなリンク機能しか

持つ必要がある。そうなった場合、もし、リンカ

持たないリンカしか存在しない場合でも、前もっ

が複数の name space の使用を許さない場合、代理

てすべての関数のバージョンを用意しておくと

関数と、ライブラリ関数が同時にロードできない

いう前提のもとで、バージョン管理が可能となる。

という問題点が発生してしまう。この問題を解決

ただし、実行中のソフトウェアの発展などには対

するためには、代理関数を別の名前にするか、ラ

応できない。一方、選択的動的リンクでは、リン

イブラリ関数の名前を変更する必要が発生して

カやローダの変更が必須となる。そのため、リン

しまい、我々の当初の目標である、ユーザプログ

カやローダの変更が容易でない環境では実現が

ラムおよびライブラリには変更を加えないとい

難しい。

う条件が満たされなくなってしまう。ただし、後

(3)

述するように、我々がシステム開発に使用してい

分散オブジェクトへの対応

間接的動的リンクの利点のひとつは、RMI [[6]]

る Solaris のリンカは、複数の name space を持っ

や HORB などの分散オブジェクトとの整合性が

ているので、この問題は発生していない。

高く、分散オブジェクトへのバージョン管理にも

3.

応用できる点である。これは、代理関数や代理オ

選択的動的リンクの実現方式

ブジェクトの概念が、HORB や RMI で用いられ

我々は、Java 言語の仮想マシン [[1]] を改良し

ている方式と共通する部分が存在するからであ

て、選択的動的リンクを実現を図した。Java の仮

る。リモート計算機に存在するオブジェクトへア

想マシンは、クラスをロードするクラスローダと

クセスするためには、ローカルな計算機上にリモ

いう機能を持ってはいるが、これには、クラスの

ートオブジェクトへのアクセスを中継するオブ

バイトコードの複数のバージョンを区別したり、

ジェクトを用意する。中継オブジェクトは、リモ

それらを選択的にロードする機能は持っていな

ートオブジェクトへのアクセスを代理として受

い。しかし、Java 言語には、java.lang.ClassLoader

付、それをリモートオブジェクトへ転送する。こ

という抽象クラスが用意されており、そのサブク

れにより、ユーザプログラムは、あたかもローカ

ラスを作成することにより、独自のクラスローダ

ルなオブジェクトのみをアクセスしているよう

を定義することができる。そこで、この機能を用

な感じでリモートオブジェクトをアクセスでき

いて実行時のバージョン管理を行う機能を持つ

るのである。従って、中継オブジェクトにバージ

クラスローダ VCL（VersionClassLoader）を定義

ョンの選択機能を用意すれば、分散環境下におい

することとした。

てもオブジェクトのバージョンの管理が可能と

VCL における複数のバージョンの区別は、単

なる。

純な方式を採用した。Java のバイトコードファイ

(4)

ルは通常”class”という拡張子を持っている。ひと

名前の衝突

選択的動的リンクでは、バージョン間での名

つのクラスのバイトコードに複数のバージョン

前の衝突の問題をさけるために、排他的ローディ

がある場合には、それは、ファイル名と、拡張

ングになることは、前に述べた。間接的動的リン

子”class”との間に、バージョンを示す文字列をド

クでも、同様な問題が発生する可能性がある。ユ

ット（．）で区切って挿入することにより実現し

ーザプログラムが呼び出す代理関数は、ユーザプ

た。バージョンを指定する文字列は、ファイル名

ログラムを変更しないという前提のもとでは、代

の一部として許される任意の文字列で良く、1、2、

理関数が代理するライブラリ関数と同じ名前を

3、1.1、1.2 などの番号の他に、バージョンの内
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コンパイル
A.1.java

A.1.class

A.2.java

A.2.class

B.tom.java

B.tom.class

B.bob.java

B.bob.class

ロード

的に指定されていないクラスには最新バージョ
ンを使用するという default の記述がされている。

B.bob.class
VCL

A.1.class

また、バージョン指定ファイルには、バージ

JVM

default
B
A

ョン管理しないクラス名も指定できる。ただし、
JDK が提供する java パッケージ中のクラスは、

latest
bob
1

特に記述しなくてもバージョン管理の対象から

バージョン指定情報

は外している。クラス名の代りにパッケージ名を
指定すると、そのパッケージに含まれるすべての
クラスのバージョン指定を同時に行うことも可

図 3：バージョン管理の基本メカニズム

能である。クラス名によるバージョンの指定とパ
ッケージ名によるバージョンの指定が同時に存
容を示すような文字列を使用することもできる。

在する場合は、クラス名による指定が優先する。

図３の例では、クラスＡのバージョンは通常の１、

VCL を用いて機能拡張した仮想マシンの構造

２というバージョン番号で区別されているが、ク

は図４に示す通りである。拡張の手段としては

ラスＢのバージョンは、開発者の名前で区別され

JNI（Java Native Interface）[[5]] を使用する。まず、

ている。

既存の Java 仮想マシンを JNI を用いてロードす

VCL に読み込ませたいバージョンを指定する

る。続いて、VersionClassLoader を、既存のクラ

ためには、環境変数や、バージョン指定ファイル

スローダによって Java 仮想マシンにロードする。

を使用する。環境変数による指定は、バージョン

続いて、VersionClassLoader によりユーザが指定

指定ファイルによる指定よりも優先するので、通

したクラスをロードし、実行する。現在の実装で

常使用するバージョンをバージョン指定ファイ

は、VCL はクラス名によってシステムクラスか

ルに記述しておき、一時的に別のバージョンが必

ユーザ定義のクラスかを判断し、もしそれがユー

要になった時に、環境変数により、そのバージョ

ザ定義クラスであれば、ユーザが指定したバージ

ンを指定するなどの使いわけができる。

ョンのバイトコードをロードするようになって

これらの環境変数やバージョン指定ファイル

いる。

に記述するのは、図３に示すように、バージョン

ここでひとつ注意しておく点は、既存のクラ

を指定したいクラスの名前と、そのクラスで使用
ユーザプログラム

したいバージョンの名称である。ここでの指定は、
クラスごとにバージョン名を明示的に指定する

拡張された
仮想マシン

だけではなく、明示的なバージョンの指定がない
クラスに共通のバージョンを指定する default な

VersionClassLoader
クラスローダ

どの記述や、バージョン名称の他に、最新のバー
JNI

ジョン(latest)や最も古いバージョン (oldest)など

既存の JavaVM
OS（Solaris2.5.1）

の指定を行うことも可能である。図３のバージョ
ン指定ファイルでは、クラスＡのバージョンは１
を使用し、クラスＢのバージョンは bob を使用す

図 4：拡張された Java 仮想マシンの構造

るという明示的指定がなされている。また、明示
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prog.c

Z.c

Z.h

Zﾕ.c

vdlc は、ライブラリの関数プロトタイプを含
むヘッダファイルを解析して、代理関数を自動的

vdlc

に作成する。例えば、libZ.so というライブラリ
prog.o

Z̲proxy.c

libZ.so.1

libZ.so

のソースが Z.c と Z.h に記述されているとすると、
vdlc は、Z.h を読み込んで、Z_proxy.c というファ

libZ.so.2

イルを生成する。このファイルには、Z.c に含ま
コンパイル時の
リンク
prog
（実行形式）

実行時の
リンク

れている関数を間接的に呼び出す代理関数が含

代理関数から
の呼び出し

まれている。そこで、Z_proxy.c をコンパイルし

バージョン
指定情報
リンク

てライブラリを作成する。この時、ライブラリフ
ァイルにはバージョン番号を指定しない。Solaris
では、ローダは標準でバージョン番号のないライ

図 5：vdlc を用いた動的発展機構

ブラリを動的にロードして実行するようになっ
ている。すると、他のバージョンのライブラリと
スローダでなく、VCL によってロードされたク

リンクされたユーザプログラムであっても、実行

ラス内で別のクラスを参照している場合である。

時には自動的に代理関数を含むライブラリをロ

Java 言語には、java.lang.ClassLoader のサブクラ

ードし、代理関数を呼び出してくれる。従って、

スとして定義されるクラスローダによってロー

ユーザプログラムには一切変更を加えずに、バー

ドされたクラスの内部で参照されるクラスは、同

ジョン管理機能を利用することができるように

一のクラスローダでロードされるという性質が

なる。図５では、当初はライブラリのバージョン

ある。従って、ユーザプログラムの main メソッ

１とリンクされたユーザプログラムであっても、

ドを持つクラスのみを VCL でロードしておけば、

実行開始時に代理関数を含むライブラリとリン

そのプログラム内で参照される他のクラスもす

クされ、実行中には、代理関数を経由してライブ

べて VCL でロードされることになり、バージョ

ラリのバージョン２をアクセスしている所を表

ン管理を受けられることになる。

している。

このように、Java 仮想マシンに VCL をロー

Solaris の動的結合ライブラリでは、ユーザプ

ドすることによって、Java 仮想マシンのソースコ

ログラムと代理関数の生成する name space と、代

ードには全く変更を加えること無く Java 仮想マ

理関数によって呼び出されるライブラリ関数の

シンを拡張し、実行時におけるバージョン管理機

生成する name space が独立している。従って、代

能を導入することができた。

理関数と、それが呼び出すライブラリ関数自身が
同じ名前であっても、名前の衝突は起こらない。

4.

間接的動的リンクの実現方式

従って、ライブラリ関数も、ユーザプログラムも

我々は、Sun の Solaris の動的ライブラリ [[4]]

一切変更せずに、代理関数を生成しさえすれば、

および、Ｃ言語というプラットフォームで、間接

バージョン管理が利用できるようになったとこ

的動的リンクを実現した。開発したツールで核と

ろに大きな特長がある。

なるものは、代理関数の生成を自動的に行うため

また、現在さらに、C++ 言語においても同様

のコンパイラ vdlc (Versioned Dynamic Library

な代理関数（クラス）生成コンパイラの実現を検

Compiler) である。

討中である。
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5.

評価と今後の課題
これまで述べてきた通り、ライブラリに複数

のバージョンを用意し、それらを、実行時に選択
する機能は、Ｃ言語および Java 言語というプラ
ットフォームでは、ほぼ実現が完了している。今
後の課題として残っていることは、他の言語への
対応、および、実行時のロード済みのバージョン
の入れ換え等であるが、これらについてはまだ検
討段階で、システムの作成には至っていない。実
行時のロード済みのバージョンの入れ換え機能
の実現方式としては、derivation [[2]] を用いて実
現していく予定である。
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