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概 要 

コンピュータシステムのセキュリティを向上するための手段としてセキュリティ強化ＯＳの導入が

有効であるが、それには適切なポリシーの管理運用という新たな負担が伴う。本論文では、ソフト

ウェアやドキュメントの公開等頻繁には更新されない情報を扱うＷｅｂサーバについて、複雑なポリ

シーを用いずに改ざんから確実に守るための手法とノウハウを「読み込み専用マウント」を中心に

万一クラックされた場合の被害を軽減するカーネルパッチと合わせて紹介する。 

1. はじめに 

コンピュータシステムのセキュリティについて、アプリ

ケーションレベルの対策だけでは実現できないという事

実は徐々に認識されつつある[1]。UNIX をベースとして

書き直された Linux OS は、UNIX の特徴である単純さ 
(simplicity) とともに、強大すぎるシステム管理者(root) 
権限とその権限で動作するデーモンプログラムというセ

キュリティ上の問題も引き継いだ。 
高信頼なコンピュータシステムに求められるセキュリ

ティ上の要件とその実現方法については、1980 年代米

国の軍事システム調達条件として早くから研究が行わ

れており、DoD（米国防総省）が 1985 年 12 月に発行し

た TCSEC (Trusted Computer Systems Evaluation 
Criteria)[2] は同規格の適合性の審査が終了した 1999
年以降もセキュアなコンピュータシステムが実現すべき

機能要件の実質的な国際標準として広く参照され続け

ている。 
NSA（米国家安全保証局）は TCSEC の中でも主要

な技術として位置づけられている強制アクセス制御

(Mandatory Access Control) について、メインストリーム

OS である Linux への適用を試み、その結果を SELinux 
(Security-Enhanced Linux)[3,4,5] という名称で公開して

いる。SELinux は、オープンソースソフトウェアでありな

がら商用の高信頼 OS (TrustedOS) に準ずるセキュリテ

ィ強度を実現したが、それを実現するためにはベースと

なる Linux カーネルプログラムの一割にも及ぶ規模のプ

ログラムの開発と、アクセス制御を管理するベースとなる

数万行のポリシーファイルの管理・運用というシステム管

理者にとって新たな負担を課している。 
 
 
 

 
ポリシーによらず改ざんを防ぐための簡単な方法とし

て、保護したいデータを読み込み専用モードで利用す

ることが考えられる。読み込み専用でマウントされたファ

イルシステムに対してはシステム管理者であっても書き

込みができないが、読み書き可能なモードで再マウント

することで書き込めるようになってしまうため十分ではな

い。そこで筆者らは、読み込み専用マウント機能と物理

的に書き込みを禁止できるメディアを組み合わせること

により、ベースとなるLinux OSに大規模な修正を行うこと

なく、改ざんされないサーバ環境を構築できないかと考

えこれを実現した。 

2. 読み込み専用マウントによる改ざん防止 

2.1. 読み込み専用マウントの利点 

 通常の Linux/UNIX におけるアクセス制御は、セキュ

リティビットと呼ばれるファイルシステム上のアクセス制

御情報に基づいて行われ、対象の所有者がアクセス制

御の内容を自由に変更できるため自由裁量のアクセス

制御 (Discretional Access Control) と称される。アクセ

ス許可の判定は、アクセスを行おうとしているプロセスが

システム管理者権限 (ユーザ id が 0) である場合には

アクセス対象の設定に関わらずアクセスを認めるように

Linux カーネルの中でプログラムされており、バッファオ

ーバーフロー等により外部からシステム管理者権限を

奪われると全てのファイルは改ざん、削除が可能となっ

てしまう。 
 強制アクセス制御の導入は、システム管理者であって

も例外とされないようなアクセス制御を実現する手法の

ひとつとして位置づけられるが、そのような仕組みを導

入しなくても利用できるファイルシステムやファイルの保

護方法の一つとして、読み込み専用のマウントや物理

的に書き込みを禁止可能なメディアの利用があげられ

る。 
Building tamper-free linux server using read-only mount. 
Toshiharu HARADA, Takashi HORIE and Kazuo TANAKA, 
Research and Development Headquarters, NTT DATA CORPORATION
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 root file system （ルートディレクトリにマウントされるフ

ァイルシステム、以下root fsと略す）を読み込み専用とし

てマウントできた場合には、そのシステムはコンソールか

らログインしたシステム管理者、あるいはネットワークから

脆弱性を利用して侵入したクラッカーがシステム管理者

権限を取得したとしても、パスワードファイル等の重要な

データを改ざんできないし、/bin/ls等のコマンドや/lib配

下のライブラリを不正に置き換えられる恐れはない。その

ためwebサーバ等公開サーバを高いレベルで保護する

ことができる。読み込み専用マウントは、強制アクセス制

御のようにsubjectとobject毎、あるいはSELinuxで実現し

ているようなコンテキストに依存した細かなアクセス制御

は行えないが、改ざん防止においては強制アクセス制

御以上に強力な保護を実現することができる。 

2.2. Linux root fs の読み込み専用化の課題 

Linuxは通常ハードディスクにインストールされた状態

で利用されることを前提としているため、そのまま root fs
を読み込み専用でマウントして利用するということはでき

ない。root fsを読み込み専用で使用するために、次の3
つの条件を解決する必要がある。 

(a) Linuxが正しく起動し、シャットダウンできること 
定常的にサービスを提供するためには、Linuxが起

動するだけでは不十分で、正しくシャットダウンできる

ことも条件となる。tmpfsやループバックマウントにより

書き込み可能パーティションを実現した場合、アンマ

ウントを正しい順序で行わなければシャットダウンがで

きなくなるので注意が必要である。 
(b) アプリケーションが正しく動作できること 

書き込み可能領域を必要とするアプリケーションは

DBMS や メ ー ル サ ー バ だ け で は な い 。 例 え ば 、

TomcatはJavaプログラムのコンパイルができないと動

作しないし、デーモンタイプのプログラムの多くはプロ

セスIDや排他制御のためのロックファイルを作成す

る。 
(c) サービスおよびシステムのログを保存できること 

仮にサービス自体が特に書き込みを必要としない

種類のものであったとしても、システム管理者はサー

ビス自体やシステムの情報をモニターするためにログ

情報を必要とするので、root fsを読み込み専用でマウ

ントする場合でも、ハードディスク等により書き込み可

能なパーティションを用意し、サービスの履歴を保存、

参照できるようにする必要がある。 
2.2.1. Linuxで書き込みが必要なディレクトリ 

root fsを完全に読み込み専用にした場合、Linuxをシ

ングルユーザモードで使用することは可能だが、ランレ

ベルを上げてマルチユーザにすると、/sbin/mingetty が 

/dev/tty* の所有権を変更しようとするところでエラーとな

り（読み込み専用なのでchownが失敗する）ログインプロ

ンプトの表示に至らない。 
/tmp と /var の利用については、OS自体が強制する

ものではなくアプリケーションやユーザの設定により他の

ディレクトリに変更可能だが歴史的経緯により一時作業

用のファイルや排他制御用のロックファイル、プロセスID
等を保存する慣例があるため、アプリケーションが書き

込み可能な状態を用意しなければならない。 
/proc についてはprocfsという専用のファイルシステム

により実現されているため、root fsを読み込み専用にし

ても特に対応は必要ない。 
2.2.2. 書き込み可能なディレクトリの実現方法 

root fsが書き込みできないメディアにある時に、書き

込み可能なディレクトリを実現するための方法はいくつ

か存在する。 
(1) tmpfs を使用する 

tmpfsはメモリ上のファイルシステムでLinuxの標準

的な構成で利用できる。tmpfsの内容はシャットダウン

とともに失われてしまうが、それが問題とならないよう

な用途では有効である。tmpfsはファイルシステム（マ

ウントポイント）単位なので、個別のファイルについて

書き込みを許可したい場合には、tmpfsで確保した領

域へのシンボリックリンクを張ることで実現できる。 
(2) devfs を使用する 

対象が/devに限定されるが、Linux 2.3.46から追加

されたファイルシステムであるdevfs[6]を使えば、tmpfs
等を利用せずに/devをメモリ上で提供することができ

る。（カーネル2.4以降であればdevfs以外に同目的の

udevという選択肢も存在する。） 
 

2.3. 利用イメージ 

 
図 1     サービス提供時の構成 
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図１は監視用端末を用意した場合の構成である。ログ

についてはサービス提供用端末からネットワーク経由で

監視用端末に渡すことができるため、サービス提供用端

末はハードディスクを持たなくても良い。 
また、サービス提供用端末のハードディスク上にログ

を保存するようにすれば監視用端末なしでの運用も可

能である。 
 

 
図 2    ファイルの配置 

 図2はサービス提供用端末におけるファイルの配置を

示す。反転部分はハードディスクかRAMを使用する部

分である。一点鎖線で囲まれた領域はchrootにより隔離

されている。ログファイルの実体は隔離された領域の外

にあるためchrootされたアプリケーションをクラックされた

場合にも改ざんを受けることはない。 

3. 「改ざん」以外の脆弱性と本研究で行った対処 

保護したいファイルを物理的に書き込みできないメデ

ィアに置いた場合、「データの改ざん」は完全に防ぐこと

ができるが、サーバの運用という観点で考えたときはそ

れだけでは十分ではない。クラッカーによりシステム管理

者権限を奪われた場合を想定して考えられる脆弱性と

本研究で行った対処について説明する。 

3.1. ファイルシステムの再マウント 

コマンドやデータの改ざんを防ぐ目的でファイルを書

き込み禁止メディアに置いても、/bin等に異なるファイル

システムをマウントされた場合、アプリケーションや外部

から見ればアクセス対象のデータが改ざんされているの

に等しい状況となり、書き込みを禁止しても意味がなくな

ってしまう。対策として、あらかじめ許可されたマウントポ

イント以外へのmountシステムコールを拒否するようカー

ネルを修正した。 

3.2. chroot, pivot_root の実行 

前述のように運用上/var, /tmpは書き込み可能な状態

を実現しなければならない。その場合、クラッカーが悪

意のあるプログラムを含むディレクトリ構造を/varや/tmp
を基点に再現してそのディレクトリへchrootを実行すると、

システム上に異なるディレクトリ構造が作られることになる。

この事態を回避するために、chrootシステムコールにつ

いて、あらかじめ許可されたディレクトリ以外への移動を

拒否するようカーネルを修正した。 
root fsを他の fsと置き換えるpivot_rootについても

chrootと同様の観点から実行に制限を加えた。具体的に

は、pivot_rootの実行についてカーネルにフラグを持た

せ、起動に必要な処理を実行後は拒否するようカーネ

ルを修正した。 

4. 実装内容 

これまで述べた方式について実際に構築した内容に

基づき説明する。実装内容は、root fs を読み込み専用

でマウントするためのものに加え、筆者らが考案したセキ

ュリティ強化のための実装も含まれている。 

4.1. 読み込み専用マウントのための実装 

4.1.1. linuxrcスクリプトの修正 
ext2以外でフォーマットされたメディアに記録されたフ

ァイルシステム上でext2ファイルシステムとの完全な互換

性を再現するために、メディアに直接ディレクトリ構造を

コピーするのではなく、ext2でフォーマットされたファイル

システムイメージにディレクトリ構造をコピーしたものをル

ープバックマウントするようにした。 
linuxrcについては末尾のブートシーケンスの章を参

照のこと。 
4.1.2. ディレクトリ構造の調整 

書き込み可能なパーティションを作成して割り当てる。 
書き込みが必要なディレクトリの内容をそのパーティ

ションに移動させてシンボリックリンクを張る。 
書き込み可能なパーティションに含まれる初期ディレ

クトリ構造を自動構築するスクリプトを生成する。 
詳細な手順はここでは説明しない。 

4.2. セキュリティの強化のための実装 

4.2.1. カーネル修正内容 
(1) mount制限 

指定外のマウントポイントに対する（再）マウントを拒

否するようカーネルを修正。具体的にはカーネル関

数のsys_mountの内部で、”protect”というキーワードが

渡された場合に、同時に指定されたマウントポイントと

デバイス名を登録する。以後のsys_mountの呼び出し

時には、登録されたマウントポイントとデバイス名の組

であるかどうかをチェックし、登録されていない組合せ

の場合は拒否される。登録は１回しか許されず、シス

テムを再起動するまで設定が残る。 
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(2) chroot制限 
システム管理者権限を得たクラッカーが/var等の書

き込み可能なディレクトリを新たな基点としてディレクト

リ構造を再構築する可能性があるので、指定外のディ

レクトリに対するchrootを拒否するようカーネルを修正。

具 体 的 に は 、 カ ー ネ ル 関 数 の sys_chroot の 内 部

で”protect:”というキーワードが渡された場合に、同時

に指定されたディレクトリ名を登録する。以後の

sys_chrootの呼び出し時には、登録されたディレクトリ

名であるかどうかをチェックし、登録されていない場合

は拒否される。登録は１回しか許されず、システムを

再起動するまで設定が残る。 
(3) pivot_root制限 

chrootと同様に、システム管理者権限を得たクラッ

カ ー が /var 等 の 書 き 込 み 可 能 な デ ィ レ ク ト リ を

pivot_rootで基点に置き換えてディレクトリ構造を再構

築する可能性があるので、pivot_rootが不要になった

時点で禁止するようにカーネルを修正。具体的には、

カーネル関数のsys_pivot_rootの内部で”protect”とい

うキーワードが渡された場合に、以後のsys_pivot_root
を全て禁止する。 
(4) exec制限 

読み込み専用マウントでは解決できない脆弱性と

は別に、プロセスがのっとられる可能性を軽減するた

めの修正である。システムを攻撃するコードの多くは

execシステムコールを使ってシェルやターミナルを開

始させる。execシステムコールを実行する必要が無く

なった時点で権限を放棄することにより、のっとり攻撃

を難しくさせる。具体的には、タスクの状態を管理する

タスク構造体に「execveの使用禁止」のための変数を

追加し、カーネル関数のsys_execveの内部でチェック

を行う。sys_execveは”protect:”というキーワードを見つ

けると一緒に指定されたプロセスＩＤのタスク構造体に

対して「execveの使用を禁止」という目印を付ける。こ

の目印はプロセスが消滅するまで消去されず、また、

以降に作成される子プロセスにも引き継がれる。現在

は無条件に禁止するという実装だが、特定のコマンド

（例えばJavaのプロセスからはJavaコンパイラプロセ

ス）のみ実行を許可するようにもできる。 
4.2.2. 新規作成ユーティリティ 

ここで紹介するユーティリティは、前述のカーネルに

対して行った拡張機能を使用するためのものであり、サ

ーバのシステム管理者による利用を想定している。 
(1) limitmount 

sys_mountを、登録のためのキーワード”protect”と

共に呼び出すためのインタフェース。システムの再起

動時に自動的に実行されるよう/etc/rc.d配下のスクリ

プトに登録して使用する。 
(2) limitchroot 

sys_chrootを、登録のためのキーワード”protect:”と

共に呼び出すためのインタフェース。システムの再起

動時に自動的に実行されるよう/etc/rc.d配下のスクリ

プトに登録して使用する。 
(3) limitpivot 

sys_pivot_rootを、キーワード”protect”と共に呼び

出すインタフェース。システムの再起動時に自動的に

実行されるよう/etc/rc.d配下のスクリプトに登録して使

用する。 
(4) limitexec 

sys_execveを、登録のためのキーワード”protect:”と

共に呼び出すためのインタフェース。何回でも使用で

きる。 
4.2.3. 修正カーネルの適用について 

前述のカーネル修正内容は、書き込み禁止だけでは

解消されない脆弱性への対処として行ったものである。

もしそれらの脆弱性が問題にならない場合にはカーネ

ル自体通常のものを使用しながらroot fsを読み込み専

用としてLinuxを運用することも可能であるが、筆者らは

推奨しないし、逆に本論文で提案している対処は将来

標準のLinuxカーネルに反映されるべきではないかと考

えている。 

4.3. 隔離環境構築のための実装 

chrootによる隔離を行うにあたり、必要最小限のファイ

ルだけにアクセスできるようにすることが重要である。例

えchrootを行っていたとしても、不必要なデバイスやプロ

グラムにアクセス可能であると、クラックされた際の被害

が拡大する原因となる。しかし、必要最小限のファイル

だけを抽出するのは簡単ではない。そこで、アプリケー

ションの動作に必要なファイルだけを自動的に抽出する

ためのカーネルも作成した。 
原理はパス名をinodeに変換するカーネル関数に渡さ

れたパス名を全て記録するというものである。しかし、こ

れだけでは全てのプロセスのアクセスログを取得してし

まうことになり、隔離された環境で必要となるファイルだ

けを取り出すことはできない。そこで、タスク構造体に最

後にchrootを実行したプロセスのプロセスＩＤを保持する

フィールドを追加し、あるプロセスがアクセスしようとした

ファイルがchrootにより隔離された環境にいるかどうかを

判断できるようにしている。chrootが実行された時点でそ

のプロセスのプロセスＩＤを記録する。タスク構造体は子

プロセスへと引き継がれるため、一度chrootを実行する

だけで、隔離された環境で動作するプロセスをグループ
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化することができる。 
 
次に、実際にどのように取得するかについて述べる。

chroot環境でアクセスされるファイルの一覧を取得する

には、全てのファイルをchrootにより新しくルートディレク

トリとなる場所にコピーして、アクセスされなかったファイ

ルを削除していくという方法もある。しかし、予め全ての

ファイルをコピーしておかなくても、取得する方法がある。

それは、chrootを使って現在のルートディレクトリへ移動

するというアイデアである。この方法なら、chrootが実行さ

れるのでそのプロセスと子プロセスがアクセスしたファイ

ルだけが取得でき、アクセス可能なファイルの範囲は変

わらないので、必要なファイルだけを簡単に洩れなく取

得してコピーすることが可能である。 
 
この機能を実現するためにカーネルに行った修正は、

以下の６点である。 
（１）include/linux/sched.h：task_struct 

プロセスＩＤを保持するフィールドの追加 
（２）fs/open.c：sys_chroot() 

プロセスＩＤを（１）のフィールドに記録 
（３）fs/namei.c：link_path_walk() 

関数に渡されたパス名を（６）に渡す 
（４）fs/stat.c：sys_readlink() 

（６）で取得したログの読み出し窓口。syslog()を
使用しないのは、カーネル関数のprintk()がスレッドセー

フではないのでアクセスログを正しく取得できない可能

性があるため。 
（５）カレントプロセスのカレントディレクトリを取得する

関数。 
（６）chrootされている場合だけアクセスログを記録する

関数。相対パスが渡された場合は（５）を呼び出して絶対

パスに変換する。 
 
ログの読み出し窓口として既存の関数を使用している

ため、新しくシステムコールをカーネルからエクスポート

する必要は無い。そのため、新しいシステムコールが追

加された特殊なカーネルであっても適用可能である。 
 
また、アクセスログを読み出してファイルをコピーする

ために以下のツールを作成した。 
（１）readlink()を経由してカーネルからのログを読み出

すプログラム。 
（２）アクセスログを元に、実在してアクセスされたファ

イルだけを必要最小限の容量でchrootで隔離されたディ

レクトリへコピーするプログラム。 

 
このカーネルを用いて、 chrootにより隔離された

TomcatとApacheが必要最小限のファイルで動作するこ

とを確認した。Apacheが提供するWebページなどのコン

テンツはApacheの起動と終了を行うだけではアクセスさ

れないため、手動でコピーしてやる必要があるが、対象

ディレクトリが明白なので問題にならないだろう。このカ

ーネルは当システムだけに限らず、chroot環境を構築す

るときに幅広く使えるものである。 
 

5. 当システムで使用した既存の技術 

紙面の都合上、作成手順については掲載できないた

め、ここでは当システムを構築する際に利用した既存

の技術やツールを紹介し、最後にデモシステムで行

った性能測定の結果を示す。 

5.1. 当システムで利用している技術 

5.1.1. devfs 
/dev ディレクトリ内のエントリをカーネルレベルで提供

するファイルシステム。カーネル 2.4.18-14 に付属のソ

ースではまだ EXPERIMENTAL レベルであり、デフォ

ルトでは無効になっているが、devfsを使用することでル

ートを読み込み専用としてマウントすることができるように

なる。 
devfsはdevptsの機能も提供するのでdevfsを使用する

場合はコンパイルオプションでdevptsを無効にする。 
5.1.2. iptables 

iptables は Linux カーネルの IP パケットフィルタル

ールのテーブルを設定・管理・検査するために使われる。

複数の異なるテーブルが定義される可能性がある。各テ

ーブルは組み込み済みチェインを含む。さらにユーザ定

義のチェインを含むこともできる。 
各チェインは、パケット群にマッチするルールのリスト

である。各ルールはマッチしたパケットに対して何をする

かを指定する。これは「ターゲット」と呼ばれ、同じテーブ

ル内のユーザ定義チェインにジャンプすることもある。 
この機能を利用すると、特権ポート（1024未満の番号

を持つポート）に届くパケットを他のポートにリダイレクト

することができるので、特権ポートを開くためだけにシス

テム管理者権限を使用しているアプリケーションは、最

初からシステム管理者権限を使わないで実行することが

できるようになる。 
5.1.3. 名前つきパイプ（FIFO） 

FIFO特殊ファイル(名前付きパイプ)はパイプに似てい

るが、ファイルシステムの一部に関連付けられている点

が異っている。複数のプロセスが読み込みや書き込み



のためにオープンすることができる。プロセスがFIFOを

通しデータを交換する場合、実際にそれをファイルシス

テムには書き込まず、カーネルは全てのデータを内部

的に渡す。このように、FIFO特殊ファイルはファイルシス

テム上には内容を持たないので、ファイルシステムのエ

ントリはプロセスがそのファイルシステム上の名前を使用

してそのパイプにアクセスできるように参照ポイントを提

供しているに過ぎない。 
そのため、FIFOは物理的に書き込み不能なファイル

システムの中でも利用することが可能であり、シーク動作

ができないという制限はあるもののログファイルのように

追加されるだけの使われ方の場合にはアプリケーション

は書き込み可能なファイルシステム上の普通のファイル

に書き込んでいるのと同じ感覚で動作することが可能に

なる。 
5.1.4. ISOファイルシステム 

ISOファイルシステムは、CD-ROMで広く使われてい

るファイルシステムである。ISOイメージファイルの作成に

は、mkisofsというプログラムを使用する。 
mkisofsは効果的にISO9660ファイルシステムを生成

するプリマスタリングプログラムである。与えられたディレ

クトリツリーのスナップショットをとり、ブロックデバイスに

書き込むときにISO9660ファイルシステムに一致するバイ

ナリイメージを生成する。 
mkisofsはまた、Rock Ridge Interchange Protocol で

指定された System Use Sharing Protocol レコードを生

成することができる。これはUNIXホストへのISO9660ファ

イルシステムの詳細な説明に使用され、また長いファイ

ル名やUID/GID、POSIXパーミッション、そしてブロック

やキャラクタデバイスの情報を提供する。 

5.2. デモシステムの特徴 

 システムファイルやプログラムが改ざんされる心配

が無い。 
 本手法の適用効果が大きいと思われるApacheおよ

びTomcatの２種類のサービスを提供する。 
 これらのサービスはchroot 環境下で動作するので、

クラックされてもシステムのログファイルなどにアク

セスできない。 
 これらのサービスは開始時からシステム管理者権

限を使用しないので、クラックされても管理者権限

を奪われない。 
 アクセスログがFIFOなのでクラックされても消去さ

れる心配が無い。 

5.3. デモシステムの性能評価 

本論文で紹介している手法は、強制アクセス制御のよ

うにカーネルに対して影響の大きい方法をとっていない

ため性能に影響しないが、root fs を CD-R に記録して

運用する場合のWebコンテンツの転送性能について評

価を行った。 
 
サーバ: Dell PowerEdge 1550 
CPU: Pentium III 1GHz 
メモリ: 1280MB 
CD-ROM: 最大24倍速 
コンテンツサイズ: 40170370 バイト 
測定方法: wget コマンドによるダウンロード 
 
結果を図3に示すが、初回のアクセスについて性能が

低く、2回目以降はほとんど変化がない。これは初回実

行時に必要なファイル群がCD-Rから検索、転送される

ためであり、2回目以降は既にメモリ上にあるキャッシュ

が使われるためと推測される。 
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図 3   Webコンテンツの転送速度 

6. 参考：Linuxのブートシーケンス 

本節では、Linuxのブートシーケンスについて整理を

行い、読み込み専用マウントでのサービス提供を実現す

る上での変更点について合わせて説明する。 

6.1. ブートからlinuxrcの起動まで 

（1）OSブートローダーが圧縮されたカーネルのイメージ

であるvmlinuzを読み込み、メモリ上に展開して

vmlinuzに制御を移す。 
（2）vmlinuzはinitrd.imgファイルの内容を読み込み、メ

モリ上にファイルシステムを展開、ルートディレクトリ

にマウントする。 
（3）vmlinuzは、展開したファイルシステムのルートディレ

クトリにあるlinuxrcスクリプトを起動、制御を移す。

linuxrcスクリプトの内容はnashと呼ばれる専用のコン

パクトなシェルプログラムにより解釈、実行される。 

6 
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6.2. linuxrcの役割と修正内容 

linuxrcは主に次の2つの機能を行う。 
・ 起動デバイス（通常ハードディスク）に必要なドライ

バモジュールを読み込む。 
・ 起動デバイスをルートディレクトリに読み込み専用

でマウントする。（この処理の過程でpivot_rootが
実行される。） 

今回実装した方式では、管理運用の便宜を考え、

root fsをイメージファイルとしてループバックマウントする

こととした。従って、上記標準的な手順の実行後に、（あ

らかじめ作成しておいた）root fsのイメージをマウントする

処理を追加した。 

6.3. /sbin/initの開始後 

initrd.img の処理が終了した時点で、root fsがマウン

トされており、 /sbin/init へ制御が移る。 /sbin/init から

/etc/rc.sysinitスクリプトが実行される。このスクリプトの中

でroot fsが読み書き可能なモードで再マウントされる。そ

の後は指定されたランレベル毎の処理が行われ、ユー

ザのログインが可能となる。 
root fsが読み込み専用でもサービス開始時にエラー

として異常終了しないようにするため、各種起動スクリプ

トに対して以下の修正を行った。 
・ 書き込み可能判定のコメント化 
・ /devのオンメモリ化（devfsが指定されていない場

合） 

7. 本手法の応用可能性 

7.1. 他のメディアへの適用 

実装例の紹介では記録メディアとしてCD-Rを使用し

たが、CD-Rの容量は限られているので大量のデータを

改ざんから保護したい場合には使えない。しかし、root 

fsをループバックマウントすることで、どのようなフォーマ

ットのメディアでもext2ファイルシステムでフォーマットさ

れたパーティションと同様に扱えるため、DVD-Rでの使

用も可能である。 

また、OSとは独立にハードウェア的にライトプロテクト

を実現できるハードディスクが発売され始めており、これ

らの製品と組み合わせることでどんなに大量のデータで

も高速かつ確実に保護することができる。 

7.2. 読み込み専用マウントの用途 

読み込み専用マウントによる改ざん防止の意義は、単

にシステムやアプリケーションの設定の変更を防ぐことに

とどまらない。 

標準のLinuxでは、被害を受けたことが判明した時点

でアクセスログを含めた一切の情報を信用できなくなる

(システム管理者はアクセスの制限を一切受けない)。ポ

リシーファイルを本手法により読み込み専用マウントの

中に含めておけばそのポリシーファイルは正しいものと

信用することができるし、またインシデント検知やインシ

デント対応のプログラムについても同様に（攻撃を受け

た状態でも）正しいものとして使用することができる。 

7.3. 他のディストリビューションへの適用について 

本論文で紹介した読み込み専用マウントによるファイ

ルの改ざん防止の手法は、大幅なカーネルの改造を伴

わないため、Red Hat以外の他のディストリビューション

への適用が可能と考える。 
カーネルに対して適用した修正およびそれらに対応

するツール類については、規模が非常に小さい上に特

定のシステムコール内に閉じた修正として実現している

ため移植は容易である。 

8. おわりに 

SELinux, RSBAC[7]といった強制アクセス制御の

Linuxへの実装は、Linuxのセキュリティ強化の可能性を

実証したが、それは膨大な量のポリシーの管理とシステ

ムコール毎のアクセス判定に伴うパフォーマンス低下の

代償を伴い万人が利用できるものとは言い難い。 
本論文で紹介したroot fsを読み込み専用でマウント

する手法は、カーネルに対する拡張やポリシーの管理

運用を必要とすることなくシステム管理者権限を奪われ

た場合にも改ざんを防御できる点に特長があり、それ自

体でも有効であるがchroot, pivot_root, mountに対する

軽微な修正を施すことでより強固な防御を実現でき、そ

れらの修正はroot fsに読み込み専用マウントを適用しな

いシステムに対しても有効ではないかと考えている。 
devfsやiptables, chrootは既に標準カーネルに組み込

まれ利用されているものであり、本論文で紹介している

内容は特に新しいものではない。またexecに対する制限

もそれ自体万能ではなく対処できる範囲は限定されるが、

筆者らが「Linuxに対して最小の変更で到達できるセキ

ュリティ」を模索する過程で試行錯誤を繰り返した結果た

どりついた内容として参考にしていただければ幸いであ

る。 
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