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このドキュメントの使用法

■ 概要 – Oracle Solaris™ オペレーティングシステム (Oracle Solaris OS) では、アプリ
ケーション開発者は、リンカー ld(1) を使用してアプリケーションおよびライブラリを作成し、
実行時リンカー ld.so.1(1) の支援でこれらのオブジェクトを実行できます。

この「リンカーとライブラリガイド」では、Oracle Solaris リンカーおよび実行時リンカーの操作に
ついて説明しています。動的実行可能ファイルと共有オブジェクトの生成および使用方法
に関しては、動的実行環境において重要であるため、特に重点を置いて説明しています。

注記 - この Oracle Solaris™ のリリースでは、SPARC® および x86 系列のプロセッサ
アーキテクチャーを使用するシステムをサポートしています。サポートされるシステムについて
は、Oracle Solaris OS: Hardware Compatibility Listsを参照してください。本書では、プラット
フォームにより実装が異なる場合は、それを特記します。

本書の x86 に関連する用語については、次を参照してください。

■ x86 は、64 ビットおよび 32 ビットの x86 互換製品系列を指します。
■ x64 は特に 64 ビット x86 互換 CPU を指します。
■ 「32 ビット x86」は、x86 をベースとするシステムに関する 32 ビット特有の情報を指しま

す。

■ 対象読者 – このガイドは、Oracle Solaris リンカー、実行時リンカー、および関連ツールに
興味を持つ、意欲的な初心者から上級ユーザーまでのプログラマを対象としています。

■ 初心者は、リンカーと実行時リンカーの操作の原理を学ぶ
■ 中級プログラマは、有効なカスタムライブラリの作成と使用方法を学ぶ
■ 言語ツール開発者などの上級プログラマは、オブジェクトファイルの変換と生成方法を

学ぶ

ほとんどのプログラマは、このマニュアルの最初から最後までを通読する必要はありませ
ん。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld.so.1-1
http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/hcl/index.html
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■ 前提知識 – このガイドの読者は、次のテクノロジを十分理解し、使用できることが必要で
す。

■ UNIX® SVR4 システム – できれば Oracle Solaris™ の現在のリリース。
■ C プログラミング言語およびアプリケーション開発。

製品ドキュメントライブラリ
この製品に関する最新情報および既知の問題については、ドキュメントライブラリ (http://
www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342) に記載されています。

Oracle サポートへのアクセス
Oracle のお客様は、My Oracle Support を通じて電子的なサポートを利用することができ
ます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info を参照し
てください。聴覚に障害をお持ちの場合は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=trs を参照してください。

フィードバック
このドキュメントに関するフィードバックを http://www.oracle.com/goto/docfeedback か
らお聞かせください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
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リンカーおよび実行時リンカーの使用
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 1 ♦  ♦  ♦        第    1    章 

Oracle Solaris リンカーの紹介

このマニュアルは、Oracle Solaris リンカーと実行時リンカーの動作に加え、これらのユーティリ
ティーが動作するオブジェクトについて説明しています。Oracle Solaris リンカーと実行時リン
カーの基本動作は、オブジェクトを組み合わせることです。この結合によって、接続されるオブ
ジェクトから別のオブジェクト内のシンボル定義へシンボル参照されるようになります。

このマニュアルは次の領域を扱っています。

リンカー

リンカー ld(1) は、1 つまたは複数の入力ファイルのデータを連結および解釈します。入力
ファイルは、再配置可能オブジェクト、共有オブジェクト、またはアーカイブライブラリです。
これら入力ファイルから 1 つの出力ファイルが作成されます。このファイルは、再配置可
能オブジェクト、動的実行可能プログラム、共有オブジェクトのいずれかです。リンカーは
通常、コンパイル環境の一環として呼び出されます。

実行時リンカー

実行時リンカー ld.so.1(1) は、動的実行可能ファイルと共有オブジェクトを実行時に処
理し、実行可能ファイルと共有オブジェクトを結合して、実行可能プロセスを作成します。

共有オブジェクト
共有オブジェクトとは、リンク編集フェーズからの出力の形式の 1 つです。共有オブジェク
トを「共有ライブラリ」と呼ぶこともあります。共有オブジェクトは、強力で柔軟な実行時環境
を作成する上で重要です。

オブジェクトファイル
Oracle Solaris リンカー、実行時リンカー、および関連ツールは、実行可能かつリンク可能
なフォーマット (executable and linking format, ELF) に準拠したファイルを処理しま
す。

これらの領域は、それぞれのトピックに分割できますが、重複する部分も多数あります。このド
キュメントでは、相互に参照させながら、各領域について説明しています。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld.so.1-1
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リンク編集

リンカーld(1)は通常、コンパイラ、アセンブラ、または以前のリンカーの呼び出しから生成され
るさまざまな入力ファイルを受け取ります。リンカーは、これら入力ファイル内のデータを連結お
よび解釈して、出力ファイルを生成します。生成される出力ファイルは次のいずれかの基本タイ
プになります。

■ 動的実行可能ファイル - 実行可能プロセスを生成するときに、実行時リンカーld.so.1(1)に
よる割り込みを必要とする入力再配置可能オブジェクトの連結。動的実行可能ファイル
は、通常共有オブジェクトの形で 1 つ以上の依存関係を持っています。

動的実行可能ファイルは、-z type=exec オプションが使用された場合に作成され、出力
ファイルタイプを制御するオプションがほかに指定されていない場合のデフォルトになりま
す。

■ 位置独立実行可能ファイル - 共有オブジェクトの特殊な場合。インタプリタを指定します。
位置独立実行可能ファイルは位置独立コードから作成すべきです。位置独立時可能
ファイルは、実行時に固定されたアドレス空間を必要とする動的実行可能ファイルと違
い、exec(2)によって選択された任意のアドレスにロードできます。

位置独立実行可能ファイルが作成されるのは、-z type=pie オプションが使用された場合
です。

■ 再配置可能オブジェクト - 後続のリンク編集フェーズで使用可能な、入力再配置可能オブ
ジェクトの連結。

再配置可能オブジェクトが作成されるのは、-z type=reloc オプションまたは -r オプション
が使用された場合です。

■ 共有オブジェクト – 実行時に動的実行可能ファイルに結合される可能性があるサービスを
提供する入力再配置可能オブジェクトの連結。共有オブジェクトは位置独立コードから作
成すべきです。また、共有オブジェクトの中にも、ほかの共有オブジェクトに依存する依存
関係がある場合もあります。

共有オブジェクトが作成されるのは、-z type=shared オプションまたは -G オプションが使
用された場合です。

静的実行可能ファイル
静的実行可能ファイルは、多くのリリースで作成しないように勧められています。実際、64 ビッ
トシステムアーカイブライブラリが提供されたことはありません。静的実行可能ファイルは、シス

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld.so.1-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2exec-2
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テムアーカイブライブラリに反して構築されるので、実行可能ファイルにはシステム実装の詳細
が含まれます。この自己内包には、多数の欠点があります。

■ この実行可能ファイルは、共有オブジェクトとして提供されるシステムパッチの恩恵を受け
ることができません。したがって、多くのシステムの改良を利用するには、この実行可能ファ
イルを再構築する必要があります。

■ 将来のリリースでこの実行可能ファイルを実行できなくなる可能性があります。
■ システム実装の詳細を複製すると、システムのパフォーマンスに悪影響を与えます。

Oracle Solaris 10 リリース以降、この OS に 32 ビット版のシステムアーカイブライブラリは
含まれていません。これらのライブラリ (特に libc.a) が提供されないため、特別なシステムに
関する知識を持っていないかぎり、静的実行可能ファイルは作成できなくなりました。なお、リン
カーの静的リンクオプションを処理する機能とアーカイブライブラリを処理する機能に変更はあ
りません。

実行時リンク

実行時リンクには、通常、過去のリンク編集から生成された 1 つまたは複数のオブジェクトの
結び付けが組み込まれ、実行可能プロセスを生成します。リンカーによってこれらのオブジェク
トが生成されている間、確認済みの結合要件を表す適切な記帳情報が生成されます。この情
報によって、実行時リンカーは読み込み、再配置し、結合プロセスを完了できます。

プロセス実行中、実行時リンカーの機能が使用できるようになります。これらの機能は、必要に
応じて共有オブジェクトを追加することによって、プロセスのアドレス領域を拡張するために使
用できます。実行時リンクに組み込まれたコンポーネントのうち、もっとも一般的なのは、「動的
実行可能ファイル」と「共有オブジェクト」の 2 つです。

動的実行可能ファイルとは、実行時リンカーの制御下で実行されるアプリケーションのことで
す。これらのアプリケーションは、通常、共有オブジェクト形式の依存関係を持ち、これらは、実
行時リンカーによって配置および結合されて、実行可能プロセスが作成されます。動的実行可
能ファイルは、リンカーによって生成されるデフォルトの出力ファイルになります。

共有オブジェクトは、動的にリンクされたシステムに対し、キー構築ブロックを提供します。共有
オブジェクトは動的実行可能ファイルに類似していますが、共有オブジェクトには、仮想アドレ
スが割り当てられていません。

動的実行可能ファイルは、通常、1 つまたは複数の共有オブジェクトに依存する依存関係を持
ちます。一般的に、実行可能プロセスを作成するには、1 つまたは複数の共有オブジェクトを動
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的実行可能ファイルに結合する必要があります。共有オブジェクトは多くのアプリケーションで
使用できるため、その構造上の観点は、共有性、バージョン管理およびパフォーマンスに直接影
響します。

リンカーまたは実行時リンカーによる共有オブジェクトの処理は、共有オブジェクトが使用され
る環境によって次のように区別されます。

コンパイル環境
共有オブジェクトは、リンカーによって処理され、動的実行可能ファイルまたはほかの共有
オブジェクトを生成します。共有オブジェクトは、生成される出力ファイルの依存関係にな
ります。

実行時環境
共有オブジェクトは、動的実行可能ファイルとともに実行時リンカーによって処理され、実
行可能プロセスを作成します。

関連情報

動的リンク

動的リンクという言葉は、しばしば、いくつかのリンク概念を含めて使用されます。動的リンク
は、リンカープロセスの動的実行可能ファイルおよび共有オブジェクトを生成する部分を指し
ます。動的リンクは、実行可能プロセスを生成するこれらのオブジェクトの実行時リンクも指し
ます。動的リンクを使用すると、実行時にアプリケーションを共有オブジェクトへ結合することに
よって、共有オブジェクトが提供するコードを複数のアプリケーションで使用できます。

標準ライブラリのサービスからアプリケーションを切り離すことにより、動的リンクも、アプリケー
ションの移植性および拡張性を向上させることができます。サービスのインタフェースと実装が
独立しているため、アプリケーションの安定性を維持しながら、システムを更新することができま
す。動的リンクは、ABI (アプリケーションバイナリインタフェース) を利用するときに必要不可欠な要
素で、Oracle Solaris アプリケーションに適したコンパイル方式です。

アプリケーションバイナリインタフェース
システムコンポーネントとアプリケーションコンポーネントの間に定義されたバイナリインタフェー
スを利用すると、これらのコンポーネントを非同期的に更新できます。Oracle Solaris リンカー
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と実行時リンカーはこれらのインタフェース上で動作して、実行用にアプリケーションをアセンブ
ルします。Oracle Solaris リンカーと実行時リンカーによって処理されるすべてのコンポーネント
にはバイナリインタフェースがありますが、Oracle Solaris システムが提供するバイナリインタ
フェースを総称して、「Oracle Solaris ABI」と言います。

Oracle Solaris ABI は、System V アプリケーションバイナリインタフェースによって始まった ABI
の成果の技術上の子孫です。この成果は、SPARC International, Inc.® によって行われた
SPARC プロセッサ向けの追加により発展し、SPARC Compliance Definition (SCD) と呼ば
れます。

32 ビットおよび 64 ビット環境

リンカーは 32 ビットアプリケーションおよび 64 ビットアプリケーションとして提供されていま
す。各リンカーは 32 ビットオブジェクトおよび 64 ビットオブジェクトで動作可能です。64 ビッ
ト環境を実行するシステムでは、両方のバージョンのリンカーを実行できます。32 ビット環境を
実行するシステムでは、32 ビットバージョンのリンカーのみを実行できます。

実行時リンカーは 32 ビットオブジェクトおよび 64 ビットオブジェクトとして提供されていま
す。32 ビットオブジェクトは 32 ビットプロセスを実行するために使用され、64 ビットオブジェ
クトは 64 ビットプロセスを実行するために使用されます。

32 ビットオブジェクト上および 64 ビットオブジェクト上のリンカーと実行時リンカーの操作に
違いはありません。このドキュメントでは、多くの場合、32 ビットオブジェクトでの操作の例を使
用します。64 ビットの処理が 32 ビットの処理と異なる場合には説明します。

環境変数

リンカーおよび実行時リンカーは、たとえば LD_LIBRARY_PATH など、LD_ から始まる環境変数を
多数サポートしています。これらの環境変数は、この汎用形式でも使用できますが、_32 または
_64 を接尾辞として指定することもできます (LD_LIBRARY_PATH_64 など)。この接尾辞は、環境
変数をそれぞれ 32 ビットまたは 64 ビットプロセス固有のものにします。またこの接尾辞は、
接尾辞の付いていない汎用形式の環境変数が有効な場合でも、それをオーバーライドします。
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注記 - Oracle Solaris 10 よりも前のリリースでは、リンカーおよび実行時リンカーは値なしで指
定された環境変数を無視していました。したがって、次の例では、汎用環境変数設定である /
opt/lib が 32 ビットアプリケーション prog の依存関係の検索に使われていました。

$ LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib  LD_LIBRARY_PATH_32=  prog

Oracle Solaris 10 リリース以降、接尾辞 _32 または _64 を持つ、値なしで指定された環境変
数も処理されるようになりました。これらの環境変数は、関連する汎用環境変数設定を事実上
取り消します。このため、前の例で、32 ビットアプリケーション  prog の依存関係を検索するた
めに、/opt/lib が使われることはありません。

このドキュメントでは、リンカーの環境変数を記述する場合は、接尾辞の付いていない汎用形
式を使用します。サポートされているすべての環境変数は、ld(1) および ld.so.1(1) に定義
されています。

サポートするツール
Oracle Solaris OS では、いくつかのサポートツールとライブラリも提供しています。これらの
ツールを使用すると、これらのオブジェクトとリンク処理の分析や検査が行えます。これらのツー
ルには、elfdump(1)、lari(1)、nm(1)、dump(1)、ldd(1)、pvs(1)、elf(3ELF)、およびリン
カーデバッグサポートライブラリが含まれます。これらのツールについては、例を使用して詳しく
説明します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld.so.1-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1lari-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1nm-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1dump-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1pvs-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Delf-3elf
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リンカー

リンク編集プロセスにより、1 つまたは複数の入力ファイルから出力ファイルが作成されます。
出力ファイルの作成は、リンカーのオプションによって指示され、入力セクションは入力ファイル
によって提供されます。

ファイルはすべて、実行可能リンク形式 (ELF) で表現されます。ELF 書式の詳細について
は、第12章「オブジェクトファイル形式」を参照してください。この概要として、「セクション」と
「セグメント」という 2 つの ELF 構造を紹介します。

セクションとは、ELF ファイル内で処理できる、分割できない最小単位のことです。セグメントと
は、セクションの集合で、exec(2) または実行時リンカー ld.so.1(1) でメモリーイメージに対
応付けできる最小単位 (これ以上分割できない単位) です。

ELF セクションには多くのタイプがありますが、リンク編集フェーズに関して次の 2 つのカテゴ
リに分類されます。

■ プログラム命令 .text およびその関連データ .data や .bss など、その解釈がアプリケー
ションに対してだけ意味のあるプログラムデータを含むセクション。

■ .symtab や .strtabに含まれるシンボルテーブル情報や .rela.text などの再配置情報な
ど、リンク編集情報を含むセクション。

基本的には、リンカーにより、「プログラムデータセクション」が連結されて出力ファイルになりま
す。「リンク編集情報」セクションは、その他のセクションを修正するためにリンカーによって解釈さ
れます。情報セクションは、後で行われる出力ファイル処理で使用される新しい出力情報セク
ションの生成にも使用されます。

リンカーの、次のような単純な機能の内訳については、この章で説明します。

■ すべての提供オプションの検証と整合性チェック。
■ 入力再配置可能オブジェクトの同じ特性を持つセクションを連結することによる出力ファイ

ル内での新しいセクションの形成。これらの連結されたセクションは、次に、出力セグメント
へと連結できます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2exec-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld.so.1-1
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■ 定義の参照を検証およびまとめるための再配置可能オブジェクトおよび共有オブジェクト
のシンボルテーブル情報の処理。出力ファイル内での新しいシンボルテーブルまたはテー
ブルの生成。

■ 入力再配置可能オブジェクトの再配置情報の処理、および出力ファイルを構成するセク
ションへのこの情報の適用。さらに、実行時リンカーが使用するために出力再配置セクショ
ンも生成されます。

■ 作成されたすべてのセグメントを記述するプログラムヘッダーの生成。
■ 必要に応じた、共有オブジェクトの依存関係やシンボルの結合などの情報を実行時リン

カーに提供する、動的リンク情報セクションの生成。

セクションと関連するセクションを連結してセグメントにするといった連結プロセスは、リンカー内の
デフォルト情報を使用して実行されます。通常、ほとんどのリンク編集では、リンカーによって提
供されるデフォルトのセクションとセグメントの処理で十分です。ただし、これらのデフォルトは対
応する -mapfile を指定した M オプションを使用して操作できます。付録B System V Release
4 (バージョン 1) Mapfileを参照してください。

リンカーの起動

リンカーは、コマンド行から直接実行することもコンパイラドライバから呼び出すようにすること
もできます。次の 2 つのセクションでは、この両方の方法を詳しく説明します。ただし、通常は、
コンパイラドライバを使用することをお勧めします。コンパイル環境は、多くの場合、コンパイラド
ライバだけが認識し、頻繁に変化する複雑な操作の連続によって構成されています。

注記 - Oracle Solaris 11 から、さまざまなコンパイルコンポーネントが /usr/ccs/bin および /
usr/ccs/lib から /usr/bin および /usr/lib に移動しました。しかし、元の ccs 名を参照する
アプリケーションが存在します。互換性を維持するためにシンボリックリンクが使用されていま
す。

直接起動
リンカーを直接的に起動させる場合は、出力を作成するために必要なすべてのオブジェクト
ファイルとライブラリを提供する必要があります。リンカーは、出力の作成に使用するつもりのオ
ブジェクトモジュールまたはライブラリに関して、仮説を立てることをしません。たとえば、次のコ
マンドは、入力ファイル test.o のみを使って a.out という名前の動的実行可能ファイルを作
成するように、リンカーに命令します。
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$ ld test.o

通常、動的実行可能ファイルには、特殊な起動コードおよび終了処理コードが必要です。この
コードは、言語またはオペレーティングシステム固有のもので、通常、コンパイラドライバによって
提供されるファイルを通じて提供されます。

また、自分専用の初期設定コードおよび終了コードも指定できます。このコードは、実行時リン
カーで正確に認識され、使用できるようにするために、正確にカプセル化およびラベル付けを行
う必要があります。このカプセル化とラベル付けも、コンパイラドライバによって提供されたファ
イルを通じて提供されます。

実行可能ファイルや共有オブジェクトなどの実行時オブジェクトを作成するときは、コンパイラ
ドライバを使ってリンカーを起動する必要があります。リンカーの直接起動をお勧めするのは、-r
オプションを使用して、中間再配置可能オブジェクトを作成する場合だけです。

コンパイラドライバを使用する

リンカーを利用する一般的な方法は、言語固有のコンパイラドライバを使用する方法です。アプ
リケーションを構成する入力ファイルとともに、cc(1)、CC(1) などのコンパイラドライバを指定し
ます。すると、コンパイラドライバは、追加ファイルとデフォルトライブラリを追加して、リンク編集
を完了させます。これらの追加ファイルは、次のようにコンパイルの呼び出しを拡張することに
よって参照できます。

$ cc -# -o prog main.o

/usr/bin/ld -dy /opt/COMPILER/crti.o /opt/COMPILER/crt1.o \

/usr/lib/values-Xt.o -o prog main.o \

-YP,/opt/COMPILER/lib:/lib:/usr/lib -Qy -lc \

/opt/COMPILER/crtn.o

注記 - この例は、コンパイラドライバによって組み込まれた実際のファイルの例ですが、リンカー
起動の表示に使用されるメカニズムによって異なる場合があります。

クロスリンク編集

このリンカーは SPARC または x86 を対象としたクロスリンカーで、32 ビットオブジェクトまた
は 64 ビットオブジェクトにリンクできます。32 ビットオブジェクトと 64 ビットオブジェクトを混
在させることはできません。同様に、1 つの機械タイプのオブジェクトのみが許可されます。
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通常、コマンド行オプションではリンク編集のターゲットを区別する必要はありません。リンカー
は、コマンド行の最初の入力再配置可能オブジェクトの ELF 機械タイプを使用して、操作す
るモードを制御します。mapfile またはアーカイブライブラリからだけ行われるリンクなどの特別
なリンク編集は、コマンド行オブジェクトの影響を受けません。これらのリンク編集のデフォル
トは、32 ビットのネイティブターゲットです。リンク編集ターゲットを明示的に定義するには、-z
target オプションを使用します。

リンカーオプションの指定

通常、リンカーはコマンド行オプションを使って完全に指定されます。ただし、コマンド行処理を
強化する目的でさまざまな環境変数が用意されています。これらの変数を使えば、コンパイラ
オプションと衝突する可能性のあるオプションを指定できます。これらの変数を使えば、スクリ
プト内やビルド環境内に埋め込まれたコマンド行オプションの上書きまたは設定解除も行えま
す。

各コマンド行オプションの間に 1 つでも矛盾があると、致命的エラーの状態になります。環境
変数から提供されたオプションに関する不整合が検出されると、警告が発行され、最初のオプ
ションが優先されます。UNSET 操作時には必ず警告が通知されます。

環境やコマンド行からのオプションは、次の順番で解釈されます。

■ LD_OPTIONS 環境変数から。

■ コマンド行から。
■ LD_UNSET 環境変数から。

LD_OPTIONS は、その他の場合ではコンパイラドライバが解釈する引数を、リンカーに渡すため
に使用できます。たとえば、リンカーに関連した診断は、-D オプションを使用して取得できます。
このオプションは通常、コンパイラプリプロセッサで解釈されます。

$ LD_OPTIONS=-Dargs  cc -o main main.c

...

debug: arg[0]  option=-D:  option-argument: args  (LD_OPTIONS)

debug:

debug: arg[0]  /usr/ccs/bin/ld

debug: arg[2]  option=-o:  option-argument: main

debug: arg[3]  option=-Q:  option-argument: y

debug: arg[4]  option=-l:  option-argument: c
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LD_OPTIONS はまた、一連のバリエーションのあるオプションをオーバーライドするために使用で
きます。たとえば、埋め込まれた -z text オプションは -z textoff オプションでオーバーライド
できます。

$ LD_OPTIONS=-ztextoff  cc -ztext -G null.o

ld: warning: option '-ztextoff' and option '-ztext' are incompatible, \

    first option taken

オプションの中には、代替のバリエーションがないため、オーバーライドできないものもあります。
ただし、設定解除は行えます。たとえば、標準のリンク編集で次のセクションを作成できます。

$ cc -o main main.c

$ elfdump -c main | egrep "symtab|debug"

Section Header[19]:  sh_name: .symtab

Section Header[22]:  sh_name: .debug_info

Section Header[23]:  sh_name: .debug_line

これらのセクションは、-z strip-class オプションで削除できます。

$ cc -o main -zstrip-class=symbol -zstrip-class=debug main.c

$ elfdump -c main | egrep "symtab|debug"

$

個々の除外オプションを設定解除できます。次の例は、デバッグセクションの除外を設定解除
します。

$ LD_UNSET=-zstrip-class=debug  cc -o main -zstrip-class=symbol \

    -zstrip-class=debug main.c

ld: warning: unsetting option '-zstrip-class=debug': LD_UNSET directed

$ elfdump -c main | egrep "symtab|debug"

Section Header[20]:  sh_name: .debug_info

Section Header[21]:  sh_name: .debug_line

さらに、-z strip-class など複数のインスタンスに対応したオプションは、修飾オプション文字
列を使用せずにオプションを指定することによって、すべてのファミリメンバーを設定解除できま
す。次の例は、デバッグおよびシンボルテーブルセクションの除外を設定解除します。

$ LD_UNSET=-zstrip-class  cc -o main -zstrip-class=symbol \

    -zstrip-class=debug main.c

ld: warning: unsetting option '-zstrip-class': LD_UNSET directed

$ elfdump -c main | egrep "symtab|debug"

Section Header[19]:  sh_name: .symtab

Section Header[22]:  sh_name: .debug_info

Section Header[23]:  sh_name: .debug_line

出力オブジェクトタイプは、LD_OPTIONS、および LD_UNSET コンポーネントから決定されま
す。次にそのオブジェクトタイプに基づいて LD_{object-type}_UNSET および LD_{object-
type}_OPTIONS 環境変数が調査され、構築中のオブジェクトタイプに固有のオプションが削
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除または追加されます。object-type は、-z type オプションによって定義されるタイプ (大文
字) であり、EXEC、PIE、RELOC、SHARED のいずれかになります。たとえば、出力ファイルのタイプ
が動的実行可能ファイルであれば、LD_EXEC_OPTIONS  のオプションが解釈されます。これらの
環境変数は次の順番で処理されます。

■ LD_{object-type}_UNSET 環境変数から。
■ LD_{object-type}_OPTIONS 環境変数から。

たとえば、動的実行可能ファイルと共有オブジェクトの両方を作成する構築環境で
は、LD_EXEC_OPTIONS 環境変数を使用して、すべての動的実行可能ファイルに対しアドレス空
間レイアウトのランダム化を有効にすることができます。

$ LD_EXEC_OPTIONS=-zaslr  build.sh

この出力オブジェクトタイプと矛盾するコマンド行オプションが含まれていると、致命的エラー
の状態になります。環境変数から提供されたオプションで不整合が検出されると、警告が発行
され、そのオプションは無視されます。

もっとも標準的に使用されるリンカーオプションについては、第5章「リンカーのクイックリファ
レンス」を参照してください。また、すべてのリンカーオプションについての詳しい説明について
は、ld(1)を参照してください。

入力ファイルの処理

リンカーは、入力ファイルをコマンド行上に表示された順番に読み取ります。各ファイルは、開か
れ、そのファイルの ELF タイプを判別するために検査され、どのように処理する必要があるか
が決定されます。リンク編集に必要な入力に適用するファイルタイプは、リンク編集の結合モー
ド、静的または動的のいずれかによって決定されます。

「静的」モードでは、リンカーが入力ファイルとして受け入れるのは、再配置可能オプションまた
はアーカイブライブラリだけです。「動的」モードでは、リンカーは、共有オブジェクトも受け入れま
す。

再配置可能オブジェクトは、リンク編集プロセスへのもっとも基本的な入力ファイルタイプを
示しています。これらのファイル内の「プログラムデータ」のセクションは、生成される出力ファ
イルイメージに連結されます。リンク編集情報のセクションは、あとで使用するために整理されま
す。新しい情報セクションが生成され、取って代わられるので、情報セクションは出力ファイル

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld-1
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イメージの一部にはなりません。シンボルは、内部シンボルテーブルに集められ、検査および解
決されます。このテーブルを使用して、出力イメージ内に 1 つ以上のシンボルテーブルが作成さ
れます。

入力ファイルは直接リンク編集コマンド行に指定できますが、アーカイブライブラリと共有オブ
ジェクトは、一般に -l オプションを使用して指定します。31 ページの「追加ライブラリとの
リンク」を参照してください。リンク編集時のアーカイブライブラリと共有オブジェクトの解釈は、
かなり違います。次の 2 つのセクションで、この違いについて説明します。

アーカイブ処理

アーカイブは、ar(1)を使用して構築されます。アーカイブは通常、アーカイブシンボルテーブル
を持つ再配置可能オブジェクトの集合で構成されます。このシンボルテーブルにより、これらの
定義の提供するオブジェクトとシンボル定義との関係がわかります。デフォルトでは、リンカー
を使用すると、アーカイブメンバーを選択して抽出できます。リンカーは、未解決のシンボル参
照を使用して、アーカイブから結合プロセスの完了に必要なオブジェクトを選択します。1 つの
アーカイブのすべてのメンバーを明示的に抽出することもできます。

リンカーは、次の条件で、アーカイブから再配置可能なオブジェクトを抽出します。

■ アーカイブに、現在リンカーの内部シンボルテーブル内に保持されている、シンボル参照を
満たすシンボル定義が入っている場合。この参照は、「未定義」シンボルと呼ばれる場合も
あります。

■ アーカイブに、現在リンカーの内部シンボルテーブル内に保持されている、未確認シンボル
定義を満たすデータシンボル定義が入っている場合。この例としては、FORTRAN COMMON ブ
ロック定義があります。これにより、同じ DATA シンボルを定義する再配置可能オブジェクト
が抽出されます。

■ アーカイブのメンバーに、隠された可視性または保護された可視性を必要とする参照に一
致するシンボル定義が含まれる場合。表12-23「ELF シンボルの可視性」 を参照してくだ
さい。

■ リンカーの -z allextract が有効になっている場合。このオプションにより、選択式のアーカ
イブ抽出は中止され、処理中のアーカイブからアーカイブメンバーがすべて抽出されます。

選択式アーカイブ抽出では、-z weakextract オプションが有効になっていないかぎ
り、ウィークシンボル参照でアーカイブからのオブジェクト抽出は実行されません。詳細
は、42 ページの「単純な解決」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ar-1
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注記 - オプション -z weakextract、-z allextract、および -z defaultextract を使用すると、
複数のアーカイブ間でアーカイブ抽出メカニズムを切り替えることができます。

選択的なアーカイブ抽出によって、リンカーは 1 つのアーカイブで複数のパスを作成します。必
要に応じて、リンカー内部のシンボルテーブルに累積されているシンボル情報を満たすために、
再配置可能オブジェクトが抽出されます。リンカーが、再配置可能オブジェクトを抽出せずに、
アーカイブを通るフルパスを作成すると、次の入力ファイルが処理されます。

アーカイブが検出されたときに必要な再配置可能オブジェクトだけを抽出することから、コマン
ド行でのアーカイブの位置が重要であることがわかります。33 ページの「コマンド行上の
アーカイブの位置」を参照してください。

注記 - リンカーはアーカイブで複数のパスを作成してシンボルを解決しますが、このメカニズム
はかなり負担が大きいものです。特に再配置可能オブジェクトのランダムな組織を含む大きな
アーカイブでは、負担が大きくなります。この場合は、lorder(1) や tsort(1)などのツールを
使用して、アーカイブ内の再配置可能オブジェクトを整理してください。オブジェクトを整理する
ことで、リンカーが実行するパスの数を減らすことができます。

共有オブジェクトの処理

共有オブジェクトは、分割不可能な、1 つまたは複数の入力ファイルの以前の編集によって生
成された総体単位です。リンカーが共有オブジェクトを処理すると、共有オブジェクトの全内容
は、その結果作成された出力ファイルイメージの論理的な部分になります。この論理的な組み
込みは、リンク編集プロセスにとって共有オブジェクト内に定義されたすべてのシンボルエント
リが利用可能になることを意味しています。

共有オブジェクトのプログラムデータセクションとほとんどのリンク編集情報セクションは、リン
カーでは使用されません。これらのセクションは、共有オブジェクトが結合されて実行可能プロ
セスが生成されるときに、実行時リンカーによって解釈されます。ただし、共有オブジェクトの生
成は記憶されます。このオブジェクトが実行時に利用可能にしなければならない依存関係であ
ることを示す情報が、出力ファイルイメージに保存されます。

デフォルトでは、リンク編集の一部として指定された共有オブジェクトはすべて、構築中のオブ
ジェクト内に依存関係として記録されます。この記録は、そのオブジェクトが、共有オブジェク
トによって提供された実際の参照シンボルを生成するかどうかに関係なく実行されます。実行
時のリンクのオーバーヘッドを最小限に抑えるために、構築中のオブジェクトからのシンボル参
照を解決する依存関係だけを指定してください。リンカーのデバッグ機能、および -u オプション

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1lorder-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1tsort-1
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を指定した ldd(1)を使用すると、未使用の依存関係を確認できます。リンカーの -z discard-
unused=dependencies オプションを使用すると、使用されていない共有オブジェクトの依存関
係の記録を抑制できます。201 ページの「未使用の依存関係の削除」も参照してください。

共有オブジェクトに、ほかの共有オブジェクトに対する依存関係がある場合、この依存関係も
処理できます。この処理は、すべてのコマンド行入力ファイルが処理されたあと、シンボル解決
プロセスを完了するために実行されます。ただし、生成される出力ファイルイメージ内に、共有オ
ブジェクト名は依存関係として記録されません。

コマンド行での共有オブジェクトの位置は、アーカイブ処理の場合ほど重要ではありませんが、
その位置は広範囲に影響を及ぼす可能性があります。同じ名前の複数のシンボルを、再配置
可能オブジェクトと共有オブジェクト間や複数の共有オブジェクト間に出現させることができ
ます。40 ページの「シンボル解決」を参照してください。

リンカーによって処理される共有オブジェクトの順序は、出力ファイルイメージ内に格納された
従属情報に保持されます。遅延読み込みがない場合、実行時リンカーは指定された共有オブ
ジェクトを同じ順序で読み込みます。そのため、リンカーと実行時リンカーは、多重に定義された
一連のシンボルのうち、1 つのシンボルの最初のエントリを選択します。

注記 - 複数のシンボル定義は、-m オプションを使用して生成されるロードマップ出力で報告さ
れます。

追加ライブラリとのリンク

通常、コンパイラドライバによって、適切なライブラリがリンカーに指定されているかどうかが確
認されますが、ほとんどの場合、自分独自のライブラリを指定することが必要です。共有オブ
ジェクトとアーカイブは、リンカーに対して必要な入力ファイルの名前を明示的につけることで
指定できます。ただし、より一般的で柔軟性が高いのは、リンカーの -l オプションを使用する方
法です。

ライブラリの命名規約

規約により、共有オブジェクトは通常、接頭辞 lib と接尾辞 .so によって指定されます。アーカ
イブは、接頭辞 lib と接尾辞 .a によって指定されます。たとえば、libfoo.so は、コンパイル環
境に使用できる foo 実装の共有オブジェクトバージョンです。libfoo.a は、ライブラリのアーカ
イブバージョンです。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
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これらの規則は、リンカーの -l オプションによって認識されます。このオプションは、通常、追加
ライブラリをリンク編集に供給する場合に使用します。次の例では、リンカーに libfoo.so を検
索するように指示します。リンカーが libfoo.so を検索できない場合は、libfoo.a を検索して
から次の検索ディレクトリに移動します。

$ cc -o prog file1.c file2.c -lfoo

注記 - 命名規約には、共有オブジェクトのコンパイル環境での使用に関するものと、共有オブ
ジェクトの実行時環境での使用に関するものがあります。コンパイル環境では、単に .so 接尾
辞を使用するのに対し、実行時環境では、通常、追加のバージョン番号を指定した接尾辞を使
用します。150 ページの「命名規約」 および 276 ページの「バージョン管理ファイル名の
管理」を参照してください。

動的モードでリンク編集を行う場合、共有オブジェクトとアーカイブとを組み合わせたものへの
リンクを選択できます。静的モードでリンク編集を行う場合、入力を受け入れるのはアーカイブラ
イブラリだけです。

動的モードで -l オプションを使用する場合、リンカーはまず指定された名前と一致する共有オ
ブジェクトの指定ディレクトリを検索します。一致するものが見つからない場合、リンカーは、次
に同じディレクトリ内でアーカイブライブラリを検索します。静的モードで -l オプションを使用す
る場合は、アーカイブライブラリだけが検索されます。

共有オブジェクトとアーカイブとの混合体へのリンク

ライブラリ検索メカニズムにより動的モードで共有オブジェクトを検索する場合、指定したディレ
クトリがまず検索され、次にアーカイブライブラリが検索されます。検索タイプをより詳細に制御
するには、-B オプションを使用します。

コマンド行に -B dynamic オプション、-B static オプションを指定することによって、ライブラリ
の検索対象をそれぞれ共有オブジェクト、アーカイブに切り替えることができます。たとえば、ア
プリケーションをアーカイブ libfoo.a と共有オブジェクト libbar.so にリンクするには、次のコ
マンドを発行します。

$ cc -o prog main.o file1.c -Bstatic -lfoo -Bdynamic -lbar

オプション -B static と -B dynamic は、正確には対称ではありません。-B static を指定する
と、リンカーは、次の-B dynamic の発生まで入力として共有オブジェクトを受け入れません。し
かし、-B dynamic を指定すると、リンカーは、指定されたディレクトリ内で、最初に共有オブジェ
クトを検索し、次にアーカイブを検索します。
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前述の例の詳しい説明として、リンカーはまず libfoo.a を探します。次にリンカーは libbar.so
を探し、見つからない場合に libbar.a を探します。

コマンド行上のアーカイブの位置

コマンド行上のアーカイブの位置は、作成される出力ファイルに影響を及ぼします。リンカーは
アーカイブを検索して、以前に参照したことのある定義されていない仮の外部参照だけを解決
します。この検索が完了し、必要な再配置可能オブジェクトが抽出された後で、リンカーはコマ
ンド行上の次の入力ファイルに移動します。

このためデフォルトでは、コマンド行上で先行するアーカイブを、後続の入力ファイルからの
新しい参照の解決に使用することはありません。たとえば、次のコマンドでは、file1.c で得
たシンボル参照を解決するためだけに、libfoo.a を検索するように、リンカーに指示していま
す。libfoo.a アーカイブは、file2.c または file3.c のシンボル参照を解決するためには使用
できません。

$ cc -o prog file1.c -Bstatic -lfoo file2.c file3.c -Bdynamic

あるアーカイブからのメンバーの抽出をほかのアーカイブからのメンバーの抽出で解決しなけれ
ばならないというように、アーカイブ間に相互依存関係が存在する場合があります。依存関係
が循環している場合は、前方の参照を解決するために、コマンド行上でアーカイブを繰り返し指
定する必要があります。

$ cc -o prog .... -lA -lB -lC -lA -lB -lC -lA

アーカイブの指定を繰り返し決定したり維持したりすることは、面倒な作業です。-z rescan-now
オプションを指定すると、この処理は簡単になります。-z rescan-now オプションは、コマンド行
でこのオプションが検出されると、すぐにリンカーで処理されます。このオプションより前にコマ
ンド行で処理されたすべてのアーカイブは、すぐに再処理されます。この処理は、シンボル参照
を解決する追加のアーカイブメンバーの位置を特定しようとします。アーカイブ全体を走査しても
新しい再配置可能オブジェクトが抽出されないと、アーカイブの再走査は終了します。前述の
例は、次のように単純化できます。

$ cc -o prog .... -lA -lB -lC -z rescan-now

また、-z rescan-start および -z rescan-end のオプションを使用すると、相互に依存するアー
カイブを 1 つのアーカイブグループにまとめることができます。結びの区切り文字がコマンド行
に書かれていると、これらのグループはリンカーですぐに再処理されます。グループ内で見つ
かったアーカイブは再処理され、シンボル参照を解決する追加アーカイブメンバーを検出しよう
とします。このアーカイブ再走査は、渡されたアーカイブグループに新しいメンバーが検出されな
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くなるまで続けられます。アーカイブグループを使用すると、前の例は次のように書くことができ
ます。

$ cc -o prog .... -z rescan-start -lA -lB -lC -z rescan-end

注記 - 原則として、コマンド行の最後にアーカイブを指定するのが最善の方法です。ただし、複
数の定義が衝突するために必要となる場合は除きます。

リンカーが検索するディレクトリ

これまでの例はすべて、コマンド行に指定されたライブラリの検索場所をリンカーが認識してい
ることを前提にしています。デフォルトでは、32 ビットオブジェクトをリンクする場合、リンカー
がライブラリを検索するディレクトリとして認識しているのは、2 つの標準的なディレクトリ /lib
とそのあとの /usr/lib だけです。64 ビットオブジェクトをリンクする場合は、2 つの標準的な
ディレクトリ /lib/64 と /usr/lib/64 だけを使用します。これ以外のディレクトリを検索させた
い場合には、リンカーの検索パスに明示的に付加する必要があります。

リンカー検索パスを変更するには、コマンド行オプションを使用する方法と、環境変数を使用す
る方法があります。

コマンド行オプションの使用

-L オプションを使用すると、ライブラリ検索パスに新しいパス名を追加できます。このオプショ
ンは、コマンド行上で遭遇したその地点で、検索パスを変更します。たとえば、次のコマンド
は、path1、/lib、/usr/lib の順に libfoo を検索します。このコマンドは、path1、path2、/lib、/
usr/lib の順に libbar を検索します。

$ cc -o prog main.o -Lpath1 file1.c -lfoo file2.c -Lpath2 -lbar

-L オプションを使用して定義されたパス名は、リンカー専用です。これらのパス名は、作成され
る出力ファイルイメージには記録されません。したがって、実行時リンカーはこれらのパス名を使
用できません。

注記 - カレントディレクトリ内のライブラリの検索にリンカーを使用する場合は、-L を指定する必
要があります。ピリオド (.) で現在のディレクトリを表すことができます。

-Y オプションを使用すると、リンカーが検索するデフォルトのディレクトリを変更できます。このオ
プションに指定する引数は、ディレクトリのリストをコロンで区切った書式で示します。たとえば、
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次のコマンドは、ディレクトリ /opt/COMPILER/lib と /home/me/lib 内だけを調べて libfoo を
検索します。

$ cc -o prog main.c -YP,/opt/COMPILER/lib:/home/me/lib -lfoo

-Y オプションを使用して指定したディレクトリは、-L オプションを使用して補足できます。多くの
場合、コンパイラドライバには、コンパイラ固有の検索パスを指定するための -Y オプションがあ
ります。

環境変数の使用

環境変数 LD_LIBRARY_PATH を使用しても、リンカーのライブラリ検索パスに付加できます。一般
に、LD_LIBRARY_PATH には、コロンで区切られたディレクトリリストを取ります。LD_LIBRARY_PATH
のもっとも一般的な書式は、セミコロンで区切られた 2 つのディレクトリリストです。これらのリ
ストは、コマンド行で提供される -Y リストの前後に検索されます。

ここでは、LD_LIBRARY_PATH の設定と、いくつかの -L を指定したリンカーの呼び出しを組み合
わせています。

$ LD_LIBRARY_PATH=dir1:dir2;dir3

$ export LD_LIBRARY_PATH

$ cc -o prog main.c -Lpath1 .... -Lpath2 .... -Lpathn -lfoo

有効な検索パスは、dir1:dir2:path1:path2:....:pathn:dir3:/lib:/usr/lib です。

LD_LIBRARY_PATH 定義の一部にセミコロンが指定されてない場合は、指定されたディ
レクトリリストは、-L オプションのあとで解釈されます。次の例では、有効な検索パスは
path1:path2:....:pathn:dir1:dir2:/lib:/usr/lib です。

$ LD_LIBRARY_PATH=dir1:dir2

$ export LD_LIBRARY_PATH

$ cc -o prog main.c -Lpath1 .... -Lpath2 .... -Lpathn -lfoo

注記 - この環境変数は、実行時リンカーの検索パスを増強する場合にも使用できま
す。104 ページの「実行時リンカーが検索するディレクトリ」を参照してください。この環境変
数がリンカーに影響しないようにするには、-i オプションを使用します。

実行時リンカーが検索するディレクトリ

実行時リンカーは、デフォルトでは 2 つの場所で依存関係を検索します。32 ビットオブジェク
トを処理する場合、デフォルトでは /lib と /usr/lib が検索されます。64 ビットオブジェクトを
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処理する場合、デフォルトでは /lib/64 と /usr/lib/64 が検索されます。このほかのディレク
トリを検索する場合は、実行時リンカーの検索パスに明示的に追加する必要があります。

動的実行可能ファイルまたは共有オブジェクトが別の共有オブジェクトとリンクされるとき、こ
れらの共有オブジェクトは依存関係として記録されます。このような依存関係は、プロセスの実
行中に実行時リンカーによって再配置される必要があります。動的なオブジェクトをリンクする
場合は、出力ファイルに 1 つ以上の検索パスを記録できます。この検索パスは、「実行パス」と
呼ばれます。実行時リンカーは、オブジェクトの実行パスを使用して、オブジェクトの依存関係を
特定します。

-z nodefaultlib オプションを使用すると、実行時にデフォルトの場所を検索しない特別なオ
ブジェクトを作成できます。このオプションを使用すると、オブジェクトのすべての依存関係は
その「実行パス」を使用して検索されます。このオプションがないと、実行時リンカーの検索パス
をどのように拡張しても、最後に使用された検索パスが常にデフォルトの場所になります。

注記 - デフォルトの検索パスは、実行時構成ファイルを使って管理できま
す。107 ページの「デフォルトの検索パスの構成」を参照してください。ただし、動的オブジェ
クトの作成者はこのファイルの存在に依存するべきではありません。常に、「実行パス」またはデ
フォルトの場所だけでオブジェクトの依存関係を検索できるようにしてください。

コロンで区切られたディレクトリリストを指定する -R オプションを使用すると、動的実行可能
ファイルまたは共有オブジェクト内に実行パスを記録できます。次の例では、動的実行可能ファ
イル prog 内に実行パス /home/me/lib:/home/you/lib が記録されます。

$ cc -o prog main.c -R/home/me/lib:/home/you/lib -Lpath1 \

    -Lpath2 file1.c file2.c -lfoo -lbar

共有オブジェクトの依存関係を取得するとき、実行時リンカーはまず上記パスを検索してから、
デフォルトの場所を検索します。この場合、この実行パスは、libfoo.so.1 と libbar.so.1 の検
索に使用されます。

リンカーには複数の -R オプションを指定できます。複数指定された場合は、コロンで区切って
連結されます。したがって、上記の例は次のように示すこともできます。

$ cc -o prog main.c -R/home/me/lib -Lpath1 -R/home/you/lib \

    -Lpath2 file1.c file2.c -lfoo -lbar

さまざまな場所にインストールされる可能性のあるオブジェクトについては、$ORIGIN 動的ストリ
ングトークンを使用すると、柔軟に実行パスを記録できます。284 ページの「関連する依存関
係の配置」を参照してください。
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注記 - 以前は、-R オプションの指定に代わる方法として、環境変数 LD_RUN_PATH を設定し、そ
れをリンカーが使用できるようにする方法がありました。LD_RUN_PATH と -R の適用範囲と機能
はまったく同じですが、この両方を指定した場合は、-R が LD_RUN_PATH より優先されます。

初期設定および終了セクション

動的オブジェクトは、実行時の初期設定と終了処理のためのコードを提供することができます。
動的オブジェクトの初期設定コードは、処理中に動的オブジェクトが読み込まれるたびに、1 回
ずつ実行されます。動的オブジェクトの終了コードは、動的オブジェクトが処理から読み取り解
除されるか、または処理の終了のたびに 1 回ずつ実行されます。このコードは、関数ポインタの
配列、または単一コードブロックのうちいずれか 1 つのセクションタイプで組み込まれます。ど
ちらのセクションタイプも、入力再配置可能オブジェクトの同類のセクションを連結して構築さ
れます。

セクション .pre_initarray、.init_array、および .fini_array はそれぞれ、実行時
の初期設定前、初期設定、および終了関数の配列を提供します。動的オブジェクトを作
成する際、リンカーはこれらの配列を .dynamic タグペアである DT_PREINIT_[ARRAY/
ARRAYSZ]、DT_INIT_[ARRAY/ARRAYSZ]、および DT_FINI_[ARRAY/ARRAYSZ] でそれぞれ識別し
ます。これらのタグは関連するセクションを識別して、セクションを実行時リンカーによって呼び
出されるようにします。「初期設定前」の配列は、動的実行可能ファイルにのみ適用可能です。

注記 - これらの配列に割り当てられる関数は、作成されるオブジェクトから提供する必要があり
ます。

.init と .fini セクションは、それぞれ実行時の初期設定と終了時のコードブロックを提供し
ます。通常コンパイラドライバは、入力ファイルリストの冒頭部分と末尾に付加するファイルを使
用して .init と .fini セクションを供給します。コンパイラが提供するこれらのファイルには、
再配置可能オブジェクトの .init コードと .fini コードをそれぞれ独立した関数内にカプセル
化する効果があります。これらの関数は、予約シンボル名 _init と _fini によりそれぞれ識
別されます。動的オブジェクトを作成する際、リンカーはこれらのシンボルを .dynamic タグの
DT_INIT と DT_FINI でそれぞれ識別します。これらのタグは関連するセクションを識別して、実
行時リンカーによって呼び出されるようにします。

初期設定および終了コードの実行時の詳細は、120 ページの「初期設定および終了ルーチ
ン」を参照してください。
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初期設定および終了関数の登録をリンカーから直接実行するには、-z initarray オプション
と -z finiarray オプションを使用します。たとえば、次のコマンドの結果、foo() のアドレスが
.init_array 要素に配置され、bar() のアドレスが .fini_array 要素に配置されます。

$ cat main.c

#include    <stdio.h>

void foo()

{

        (void) printf("initializing: foo()\n");

}

void bar()

{

        (void) printf("finalizing: bar()\n");

}

void main()

{

        (void) printf("main()\n");

}

$ cc -o main -zinitarray=foo -zfiniarray=bar main.c

$ main

initializing: foo()

main()

finalizing: bar()

初期設定および終了セクションの作成は、アセンブラを使用して直接実行できます。しかし、ほ
とんどのコンパイラは、その宣言を単純化するための特別なプリミティブを提供しています。た
とえば、上記のコード例は、次に示す #pragma 定義を使用して書き直すことができます。これら
の定義の結果、foo() に対する呼び出しが .init セクション内に配置され、bar() に対する呼
び出しが .fini セクション内に配置されます。

$ cat main.c

#include    <stdio.h>

#pragma init (foo)

#pragma fini (bar)

....

$ cc -o main main.c

$ main

initializing: foo()

main()

finalizing: bar()

初期設定コードと終了コードが複数の再配置可能オブジェクトに分散されると、アーカイブライ
ブラリと共有オブジェクトに組み込まれた場合とで、異なる動作をする可能性があります。アー
カイブを使用したアプリケーションのリンク編集は、アーカイブ内の一部オブジェクトしか抽出
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しない可能性があります。これらのオブジェクトは、アーカイブのメンバー全体に分散されてい
る初期設定と終了コードの一部しか提供しない可能性があります。そして実行時に、コードのこ
の部分だけが実行されます。同じアプリケーションを共有オブジェクトを使用して構築した場合
は、実行時に依存先が読み込まれると、累積された初期設定コードと終了コードのすべてが実
行されます。

実行時にプロセス内で初期設定および終了コードをどのような順序で実行すべきかを判断する
ことは、依存関係の分析を伴う複雑な問題を含んでいます。この分析を簡単にするには、初期
設定および終了コードの内容を制限します。自己完結型の初期設定および終了コードを単純化
すると、実行時の動作が予想可能になります。詳細については、122 ページの「初期設定と
終了の順序」を参照してください。

初期設定コードが、dldump(3C)を使ってメモリーをダンプできる動的オブジェクトとともに組み
込まれている場合、データの初期設定だけを別個に行なってください。

シンボルの処理

シンボルは、局所と大域に分類できます。40 ページの「シンボルの可視性」を参照してくだ
さい。

局所シンボルは、入力ファイルの処理中に入力再配置可能オブジェクトファイルから構築中
の出力オブジェクトに検査なしでコピーされます。

すべての入力再配置可能オブジェクトから渡される大域シンボルと外部依存関係から渡され
る大域シンボルは、シンボル解決と呼ばれるプロセスで分析および結合されます。リンカーは、各
シンボルを検出された順に内部シンボルテーブルに配置します。同じ名前のシンボルが以前
のオブジェクトによって提供され、シンボルテーブル内にすでに存在する場合は、シンボル解
決プロセスによって 2 つのシンボルのどちらを保持するかが決定されます。このプロセスの副
作用として、リンカーは外部オブジェクトの依存関係への参照を確立する方法を決定します。

入力ファイルの処理が正常終了すると、リンカーはシンボル可視性の調整を適用し、未解決の
シンボル参照が残っているかどうかを判定します。シンボル解決の致命的エラーが発生した場
合や、未解決のシンボル参照が残っている場合は、リンク編集が終了します。最後に、リンカー
の内部シンボルテーブルが、作成されるイメージのシンボルテーブルに追加されます。

以降のセクションでは、シンボルの可視性、シンボル解決、および未定義シンボルの処理につ
いて詳しく説明します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adldump-3c
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シンボルの可視性

シンボルは、局所と大域に分類できます。局所シンボルは、シンボル定義が含まれるオブジェク
ト以外のオブジェクトから参照できません。デフォルトでは、局所シンボルは入力再配置可能
オブジェクトファイルから構築中の出力オブジェクトにコピーされます。代わりに、局所シンボル
を出力オブジェクトから削除できます。56 ページの「シンボル削除」を参照してください。

大域シンボルは、シンボル定義が含まれるオブジェクト以外のオブジェクトからも参照できま
す。大域シンボルは、収集と解決のあとで、出力オブジェクト内に作成されるシンボルテーブ
ルに追加されます。すべての大域シンボルがまとめて処理および解決されますが、それらの
最終的な可視性は調整できます。大域シンボルには、追加の可視性属性を定義できます。表
12-23「ELF シンボルの可視性」 を参照してください。さらに、mapfile シンボル指令を使用し
て、リンク編集中にシンボルの可視性を割り当てることもできます。表8-8「シンボルのスコープ
のタイプ」 を参照してください。これらの可視性属性 (および指令) により、出力オブジェクトへ
の書き込み時に可視性が調整された大域シンボルを生成できます。

再配置可能オブジェクトを作成すると、すべての可視性属性および指令が出力オブジェクトに
記録されます。ただし、これらの属性によって暗黙的に定義された可視性の変更は適用されま
せん。代わりに、これらのオブジェクトを入力として読み取る動的オブジェクトの次のリンク編
集まで、可視性の処理が延期されます。特殊なケースでは、-B reduce オプションを使用して、
可視性属性および指令をただちに強制的に解釈できます。

動的実行可能ファイル (または共有オブジェクト) を作成すると、シンボルがシンボルテーブ
ルに書き込まれる前に、シンボル可視性の属性および指令が適用されます。可視性属性によ
り、シンボルが大域のままであり、シンボル縮小の手法による影響を受けないことを保証できま
す。可視性の属性および指令によって、局所に降格される大域シンボルを生成することもでき
ます。この後者の手法がもっともよく使用されるのは、オブジェクトのエクスポートされたインタ
フェースを明示的に定義する場合です。53 ページの「シンボル範囲の縮小」を参照してく
ださい。

シンボル解決

シンボル解決は、簡単で直感的に分かるものから、複雑で当惑するようなものまで、すべての
範囲を実行します。ほとんどのシンボル解決は、リンカーによって自動的に実行されます。ただ
し、警告診断を伴う再配置や、致命的なエラー状態の原因となる再配置もあります。
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もっとも一般的で単純な解決は、あるオブジェクトから別のオブジェクト内部のシンボル定義
へのシンボル参照の結合です。この結合は、2 つの再配置可能オブジェクト間、および再配置
可能オブジェクトと共有オブジェクト依存関係内で検出された最初の定義の間で発生する場
合があります。通常、複雑な解決は、2 つ以上の再配置可能オブジェクトの間で発生します。

2 つのシンボルの解決は、シンボルの属性、シンボルを入手したファイルのタイプお
よび生成されるファイルのタイプによって異なります。シンボルの属性についての詳細
は、396 ページの「シンボルテーブルセクション」を参照してください。ただし、次の説明では、
次の 3 つのシンボルタイプが特定されます。

■ 未定義シンボル – ファイル内で参照されたが、ストレージアドレスが割り当てられていないシ
ンボル。

■ 一時的シンボル – ファイル内で作成されたが、まだサイズが決められていないか、またはスト
レージ内に割り当てられていないシンボル。このようなシンボルは、初期化されていない C
シンボル、または FORTRAN COMMON ブロックとしてファイル内に表示されます。

■ 定義シンボル – 作成されてからファイル内のストレージアドレスおよびスペースが割り当てら
れていているシンボル。

簡単な形式では、シンボル解決で優先関係が使用されます。この関係では、定義シンボル
が一時的シンボルより優先され、一時的シンボルは未定義シンボルより優先されます。

次の C コードの例では、これらのシンボルタイプがどのようにして生成されるかを示していま
す。未定義シンボルの接頭辞は、u_ です。一時的シンボルの接頭辞は、t_ です。定義シンボ
ルの接頭辞は、d_ です。

$ cat main.c

extern int u_bar;

extern int u_foo();

int t_bar;

int d_bar = 1;

int d_foo()

{

        return (u_foo(u_bar, t_bar, d_bar));

}

$ cc -o main.o -c main.c

$ elfdump -s main.o

Symbol Table Section:  .symtab

    index  value   size  type bind oth ver shndx          name

    ....

      [7]      0      0  FUNC GLOB  D    0 UNDEF          u_foo

      [8]   0x10   0x40  FUNC GLOB  D    0 .text          d_foo
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      [9]    0x4    0x4  OBJT GLOB  D    0 COMMON         t_bar

     [10]      0    0x4  NOTY GLOB  D    0 UNDEF          u_bar

     [11]      0    0x4  OBJT GLOB  D    0 .data          d_bar

単純な解決

単純なシンボル解決は、もっとも一般的です。この場合、類似する特徴を持ち、どちらかが優先
される 2 つのシンボルが検出されます。このシンボル解決は、リンカーによって自動的に実行
されます。たとえば、同じ結合を持つシンボルがあり、1 つのファイルからのシンボル参照が、
別のファイルの定義または一時的シンボル定義に結合されているとします。あるいは、あるファ
イルからの一時的シンボル定義は、ほかのファイルからの定義シンボルの定義に結合されま
す。この解決は、2 つの再配置可能オブジェクト間、および再配置可能オブジェクトと共有オ
ブジェクト依存関係内で検出された最初の定義の間で発生する場合があります。

解決されるシンボルは、大域結合またはウィーク結合されます。再配置可能オブジェクトの処
理中は、ウィーク結合の方が、大域結合よりも優先度が低くなります。ウィークシンボル定義は同
じ名前の大域定義によって暗黙のうちにオーバーライドされます。

単純なシンボル解決のもう 1 つの形式である「割り込み」は、再配置可能オブジェクトと共有
オブジェクト間、または複数の共有オブジェクト間で発生します。この場合、シンボルが複数回
定義されていれば、再配置可能オブジェクト、または複数の共有オブジェクト間の最初の定義
がリンカーによって暗黙のうちに採用されます。再配置可能オブジェクトの定義、または最初の
共有オブジェクトの定義は、ほかのすべての定義上に割り込みを行うといわれます。この割り
込みを使用して、別の共有オブジェクトが提供する機能をオーバーライドすることができます。
再配置可能オブジェクトと共有オブジェクトの間、または複数の共有オブジェクト間で発生す
る複数回定義されたシンボルは、同一に扱われます。シンボルのウィーク結合や大域結合は、
これとは無関係です。最初の定義を解決することにより、シンボルの結合に関係なく、リンカー
と実行時リンカーの両方が一貫して動作します。

リンカーの -m オプションを使用して、割り込みされるすべてのシンボル参照のリストを、セクショ
ンのロードアドレス情報とともに標準出力に書き込んでください。

複雑な解決

複雑な解決は、同じ名前を持つ 2 つのシンボルが、異なる属性とともに検出された場合に発
生します。これらの場合、リンカーは警告メッセージを生成し、もっとも適切なシンボルを選択し
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ます。このメッセージは、シンボル、相反する属性、シンボル定義の元になるファイルの識別情
報を示します。次の例では、データ項目の配列の定義が指定された 2 つのファイルで、サイズ
の必要条件が異なっています。

$ cat foo.c

int array[1];

$ cat bar.c

int array[2] = { 1, 2 };

$ ld -r -o temp.o foo.c bar.c

ld: warning: symbol 'array' has differing sizes:

    (file foo.o value=0x4; file bar.o value=0x8);

    bar.o definition taken

シンボルの整列要件が異なっている場合も、同様の診断が生成されます。この 2 つのケース
の場合、リンカーの -t オプションを使用すると、診断を抑制できます。

異なる属性のもう 1 つの形式は、シンボルのタイプの違いです。次の例では、シンボル bar()
は、データ項目と関数の両方として定義されています。

$ cat foo.c

int bar()

{

        return (0);

}

$ cc -o libfoo.so -G -K pic foo.c

$ cat main.c

int bar = 1;

int main()

{

        return (bar);

}

$ cc -o main main.c -L. -lfoo

ld: warning: symbol 'bar' has differing types:

    (file main.o type=OBJT; file ./libfoo.so type=FUNC);

    main.o definition taken

注記 - この文脈では、シンボルのタイプは ELF で使用されるタイプです。このシンボルタイプ
は、単純な形式であることを除けば、プログラミング言語で使用されるデータ型には関連してい
ません。

前の例のような場合、解決が再配置可能オブジェクトと共有オブジェクト間で行われる場合に
再配置可能オブジェクトの定義が使用されます。または、2 つの共有オブジェクト間で解決が
行われる場合は、最初の定義が使用されます。ウィーク結合または大域結合のシンボル間でこ
のような解決を行うと、警告も発せられます。

リンカーの -t オプションを使用しても、シンボルタイプ間の不一致は抑制できません。
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重大な解決

解決できないシンボルの矛盾は、致命的なエラー状態や該当エラーメッセージの原因となりま
す。このメッセージは、シンボルを提供したファイルの名前とともに、シンボル名を示します。出
力ファイルは生成されません。この重大なエラー状態によってリンカーは停止しますが、すべて
の入力ファイルの処理が、まず最初に完了します。この要領で、重大な解決エラーをすべて識
別できます。

もっとも一般的な致命的エラー状態は、2 つの再配置可能オブジェクト両方が、同じ名前の
ウィーク以外のシンボルを定義した場合に起こります。

$ cat foo.c

int bar = 1;

$ cat bar.c

int bar()

{

        return (0);

}

$ ld -r -o temp.o foo.c bar.c

ld: fatal: symbol `bar' is multiply-defined:

    (file foo.o and file bar.o);

foo.c と bar.c は、シンボル bar の定義が競合しています。リンカーは、どちらを優先すべきか
判別できないため、通常はエラーメッセージを出力して終了します。リンカーの -z muldefs を使
用すると、エラー状態を抑制できます。このオプションによって、最初のシンボル定義が使用さ
れます。

未定義シンボル

すべての入力ファイルを読み取り、シンボル解決がすべて完了すると、リンカーは、シンボル定
義に結合されていないシンボル参照の内部シンボルテーブルを検索します。これらのシンボル
参照は、未定義シンボルと呼ばれます。未定義シンボルがリンク編集処理に及ぼす影響は、生
成される出力ファイルのタイプや、シンボルのタイプによって異なります。

実行可能ファイルの作成

リンカーが実行可能出力ファイルを生成する際のデフォルト動作は、「未定義のままのシンボ
ルが存在するかぎり、適切なエラーメッセージを出力して処理を終了する」というものです。次の
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ように、再配置可能オブジェクト内のシンボル参照が、シンボル定義と絶対に一致しない場合
に、シンボルは定義されないままの状態になります。

$ cat main.c

extern int foo();

int main()

{

        return (foo());

}

$ cc -o prog main.c

Undefined           first referenced

 symbol                 in file

foo                     main.o

ld: fatal: symbol referencing errors

同様に、共有オブジェクトを使って動的実行可能ファイルを作成する場合、未解決のままのシ
ンボル定義が存在していると、未定義シンボルエラーが発生します。

$ cat foo.c

extern int bar;

int foo()

{

        return (bar);

}

$ cc -o libfoo.so -G -K pic foo.c

$ cc -o prog main.c -L. -lfoo

Undefined           first referenced

 symbol                 in file

bar                     ./libfoo.so

ld: fatal: symbol referencing errors

前の例のように未定義シンボルを許可するには、リンカーの -z nodefs オプションを使用して、
デフォルトエラー条件を抑制します。

注記 - -z nodefs オプションを使用する場合は、注意が必要です。処理の実行中に使用できな
いシンボル参照が要求されると、重大な実行時再配置エラーが発生します。このエラーは、アプ
リケーションをはじめて実行およびテストした際に検出される場合があります。しかし、実行パス
がより複雑であるとエラー状態の検出に時間がかかり、時間とコストが浪費される場合がありま
す。

シンボルは、再配置可能オブジェクト内のシンボル参照が、暗黙の内に定義された共有オブ
ジェクト内のシンボル定義に結合されている場合にも、未定義シンボルのままになる場合があ
ります。たとえば、前の例で使用したファイル main.c および foo.c に次のように続く場合です。

$ cat bar.c

int bar = 1;

$ cc -o libbar.so -R. -G -K pic bar.c -L. -lfoo
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$ ldd libbar.so

        libfoo.so =>     ./libfoo.so

$ cc -o prog main.c -L. -lbar

Undefined           first referenced

 symbol                 in file

foo                     main.o  (symbol belongs to implicit \

                        dependency ./libfoo.so)

ld: fatal: symbol referencing errors

prog は、libbar.so に対する明示的な参照を使用して構築されます。libbar.so は libfoo.so
に対する依存関係があります。したがって、libfoo.so への暗黙的参照が prog から確立され
ます。

main.c は、libfoo.so によって作成されたインタフェースへの特定の参照を実行するた
め、prog は、実際に libfoo.so に依存性を持つことになります。ただし、生成される出力
ファイル内に記録されるのは、明示的な共有オブジェクトの依存関係だけです。そのた
め、libbar.so の新しいバージョンが開発され、libfoo.so への依存性がなくなった場合、prog
は実行に失敗します。

このため、このタイプの結合は致命的とみなされます。暗黙的参照は、prog のリンク編集中に
直接ライブラリを参照することで明示的に行います。この例で示した重大なエラーメッセージ内
に必要な参照のヒントがあります。

共有オブジェクト出力ファイルの生成

リンカーが共有オブジェクト出力ファイルを生成する場合、未定義シンボルをリンク編集の後も
残すことができます。このデフォルト動作により、共有オブジェクトが、依存関係として共有オブ
ジェクトを定義する動的実行可能ファイルからシンボルをインポートできます。

リンカーの -z defs オプションを使用すると、未定義シンボルが残っていた場合に、強制的
に致命的なエラーにすることができます。共有オブジェクトを作成するときには、このオプ
ションの使用をお勧めします。アプリケーションからシンボルを参照する共有オブジェクト
は、extern mapfile 指令でシンボルを定義するとともに、-z defs オプションを使用できま
す。239 ページの「SYMBOL_SCOPE/SYMBOL_VERSION 指令」を参照してください。

自己完結型の共有オブジェクトは、外部シンボルへのすべての参照は指定された依存関係
によって満たされ、最大の柔軟性が提供されます。この共有オブジェクトは、共有オブジェクト
の必要条件を満たす依存関係を判別し確立する手間をユーザーにかけることなく、多数のユー
ザーによって使用されます。
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ウィークシンボル

ウィークシンボルは歴史的に、割り込みを回避したり、オプション機能をテストしたりするために
使用されてきました。ただし、近年のプログラミング環境ではウィークシンボルは脆弱で信頼性
が低いことが経験によって示されており、使用は推奨されません。

ウィークシンボル別名はシステム共有オブジェクト内で頻繁に使用されてきました。その意図
は、代替のインタフェース名を提供することであり、典型的には「_」文字が前に付いたシンボル
名です。このエイリアス名は、アプリケーションがシンボル名の独自の実装をエクスポートするこ
とによる割り込みの問題を回避するために、他のシステム共有オブジェクトから参照できます。
現実的には、この手法は複雑すぎることが証明され、整合性を持たずに使用されていました。
最近の Oracle Solaris バージョンでは、システムオブジェクト間の明示的な結合を直接結合
によって確立します。第6章「直接結合」を参照してください。

ウィークシンボル参照は、実行時でのインタフェースの存在をテストするためにしばしば使用
されていました。この手法は、構築環境および実行環境に制限を設け、コンパイラ最適化に
よって回避できます。dlsym(3C)を RTLD_DEFAULT または RTLD_PROBE ハンドルと一緒に使
用することで、シンボルの存在をテストするための一貫性のある堅牢な手段が提供されま
す。139 ページの「機能のテスト」を参照してください。

出力ファイル内の一時的シンボル順序

入力ファイルの追加は、通常、その追加の順に出力ファイルに表示されます。一時的シンボル
はこの規則の例外であり、シンボルが完全に解決されるまで完全には定義されません。出力
ファイル内の一時的シンボルの順番は、追加順にならない場合があります。

シンボルグループの順序を制御する必要がある場合には、一時的定義は、ゼロで初期化され
たデータ項目に再定義する必要があります。たとえば、次のような一時的定義をすると、出力
ファイル内のデータ項目が、ソースファイル foo.c に記述された元の順序と比較されて再配列
されます。

$ cat foo.c

char One_array[0x10];

char Two_array[0x20];

char Three_array[0x30];

$ cc -o libfoo.so -G -Kpic foo.c

$ elfdump -sN.dynsym libfoo.so | grep array | sort -k 2,2

    [11]   0x10614  0x20  OBJT GLOB  D    0 .bss           Two_array

     [3]   0x10634  0x30  OBJT GLOB  D    0 .bss           Three_array

     [4]   0x10664  0x10  OBJT GLOB  D    0 .bss           One_array

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
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シンボルをアドレス順にソートすると、その出力順序はソース内で定義された順序と異なるこ
とがわかります。反対に、これらのシンボルを初期化されたデータ項目として定義すると、入力
ファイル内のこれらのシンボルの相対順序は、確実に出力ファイル内に引き継がれます。

$ cat foo.c

char A_array[0x10] = { 0 };

char B_array[0x20] = { 0 };

char C_array[0x30] = { 0 };

$ cc -o libfoo.so -G -Kpic foo.c

$ elfdump -sN.dynsym libfoo.so | grep array | sort -k 2,2

     [4]   0x10614  0x10  OBJT GLOB  D    0 .data          One_array

    [11]   0x10624  0x20  OBJT GLOB  D    0 .data          Two_array

     [3]   0x10644  0x30  OBJT GLOB  D    0 .data          Three_array

追加シンボルの定義
入力ファイルから提供されるシンボルのほかに、追加の大域シンボル参照や大域シンボル
定義をリンク編集に対して指定できます。もっとも簡単な形式で、シンボル参照は、リンカー
の -u オプションを使用して作成できます。リンカーの -M オプションと関連 mapfile を使用
すると柔軟性が高まります。この mapfile を使用すると、大域シンボル参照およびさまざま
な大域シンボル定義を定義できます。可視性や型などのシンボルの属性を指定できます。
使用可能なオプションの詳細な説明については、239 ページの「SYMBOL_SCOPE/
SYMBOL_VERSION 指令」を参照してください。

-u オプションを使用した追加シンボルの定義

-u オプションを指定すると、リンク編集コマンド行から大域シンボル参照を作成するためのメカ
ニズムが使用できます。このオプションを使用して、リンク編集を完全にアーカイブから実行す
ることができます。このオプションは、複数のアーカイブから抽出するオブジェクトを選択する際
の柔軟性も高めます。アーカイブの抽出については、29 ページの「アーカイブ処理」を参照
してください。

たとえば、動的実行可能ファイルを、シンボル foo と bar への参照を実行する再配置可能オ
ブジェクト main.o から生成するとします。この場合、lib1.a 内に含まれる再配置可能オブ
ジェクト foo.o からシンボル定義 foo を取得し、さらに lib2.a 内に含まれる再配置可能オブ
ジェクト bar.o からシンボル定義 bar を取得します。

ただし、アーカイブ lib1.aにも、シンボル bar を定義する再配置可能オブジェクトが組み込ま
れています。この再配置可能オブジェクトは、lib2.a に提供されたものとは機能的に異なると
想定します。必要なアーカイブ抽出を指定する場合は、次のようなリンク編集を使用できます。
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$ cc -o prog -L. -u foo -l1 main.o -l2

-u オプションは、シンボル foo への参照を生成します。この参照によって、再配置可能オブ
ジェクト foo.o がアーカイブ lib1.a から抽出されます。シンボル bar への最初の参照は
lib1.a が処理されてから生じる main.o 内で実行されます。このため、再配置可能オブジェク
ト bar.o はアーカイブ lib2.a から入手されます。

注記 - この単純な例では、lib1.a の再配置可能オブジェクト foo.o は、シンボル bar の直接
的または間接的な参照は行いません。lib1.a が bar を参照する場合、処理中に再配置可能
オブジェクト bar.o も lib1.a から抽出されます。アーカイブを処理するリンカーのマルチパス
については、29 ページの「アーカイブ処理」を参照してください。

シンボル参照の定義

次の例では、3 つのシンボル参照を定義する方法を示します。これらの参照を使用して、アーカ
イブのメンバーを抽出します。このアーカイブ抽出は、複数の -u オプションをリンク編集に指定
することにより実現できますが、この例では、最終的なシンボルの範囲を、ローカルに縮小する
方法も示しています。

$ cat foo.c

#include    <stdio.h>

void foo()

{

        (void) printf("foo: called from lib.a\n");

}

$ cat bar.c

#include    <stdio.h>

void bar()

{

        (void) printf("bar: called from lib.a\n");

}

$ cat main.c

extern void foo(), bar();

void main()

{

        foo();

        bar();

}

$ cc -c foo.c bar.c main.c

$ ar -rc lib.a foo.o bar.o main.o

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        local:
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                foo;

                bar;

        global:

                main;

};

$ cc -o prog -M mapfile lib.a

$ prog

foo: called from lib.a

bar: called from lib.a

$ elfdump -sN.symtab prog | egrep 'main$|foo$|bar$'

    [29]   0x10f30  0x24  FUNC LOCL  H    0 .text          bar

    [30]   0x10ef8  0x24  FUNC LOCL  H    0 .text          foo

    [55]   0x10f68  0x24  FUNC GLOB  D    0 .text          main

大域からローカルへのシンボル範囲の縮小の重要性については、53 ページの「シンボル
範囲の縮小」で説明しています。

絶対シンボルの定義

次の例では、2 つの絶対シンボル定義を定義する方法を示します。そして、これらの定義を使
用して、入力ファイル main.c からの参照を解決します。

$ cat main.c

#include    <stdio.h>

extern int foo();

extern int bar;

void main()

{

        (void) printf("&foo = 0x%p\n", &foo);

        (void) printf("&bar = 0x%p\n", &bar);

}

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        global:

                foo     { TYPE=FUNCTION; VALUE=0x400 };

                bar     { TYPE=DATA;     VALUE=0x800 };

};

$ cc -o prog -M mapfile main.c

$ prog

&foo = 0x400

&bar = 0x800

$ elfdump -sN.symtab prog | egrep 'foo$|bar$'

    [45]     0x800     0  OBJT GLOB  D    0 ABS            bar

    [69]     0x400     0  FUNC GLOB  D    0 ABS            foo

入力ファイルから入手される場合、関数のシンボル定義またはデータ項目は、通常、データスト
レージの要素に関連しています。mapfile 定義は、このデータストレージを構成するためには不
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十分であるため、これらのシンボルは、絶対値として残しておく必要があります。size が関連付
けられるが、value は関連付けられない単純な mapfile 定義では、データストレージが作成され
ます。この場合、シンボル定義にはセクションインデックスが伴います。ただし、mapfile 定義に
value を関連付けると、絶対シンボルが作成されます。シンボルが共有オブジェクト内で定義
される場合、絶対定義は避けるようにしてください。52 ページの「シンボル定義の増強」を
参照してください。

一時的シンボルの定義

mapfile は COMMON または一時的シンボルを定義する場合にも使用できます。ほかのタイプの
シンボル定義とは違って、一時的シンボルは、ファイル内のストレージを占有しませんが、実行
時に割り当てるストレージの定義は行います。そのため、このタイプのシンボル定義は、作成さ
れる出力ファイルのストレージ割り当ての一因となります。

一時的シンボルの特徴は、ほかのシンボルタイプとは異なり、その値の属性によって、その配
列要件が示される点です。そのため、リンク編集の入力ファイルから入手される一時的定義の
再配列に mapfile 定義を使用できます。

次の例では、2 つの一時的シンボルの定義を示しています。シンボル foo は、新しいストレージ
領域を定義しているのに対し、シンボル bar は、実際に、ファイル main.c 内の同じ一時的定
義の配列を変更するために使用されます。

$ cat main.c

#include    <stdio.h>

extern int foo;

int bar[0x10];

void main()

{

        (void) printf("&foo = 0x%p\n", &foo);

        (void) printf("&bar = 0x%p\n", &bar);

}

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        global:

                foo     { TYPE=COMMON; VALUE=0x4;   SIZE=0x200 };

                bar     { TYPE=COMMON; VALUE=0x102; SIZE=0x40 };

};

$ cc -o prog -M mapfile main.c

ld: warning: symbol 'bar' has differing alignments:

    (file mapfile value=0x102; file main.o value=0x4);
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    largest value applied

$ prog

&foo = 0x21264

&bar = 0x21224

$ elfdump -sN.symtab prog | egrep 'foo$|bar$'

    [45]   0x21224   0x40  OBJT GLOB  D    0 .bss           bar

    [69]   0x21264  0x200  OBJT GLOB  D    0 .bss           foo

注記 - このシンボル解決の診断は、リンカーの -t オプションを使用すると表示されません。

シンボル定義の増強

共有オブジェクト内での絶対データシンボルの作成は避けるべきです。通常、動的実行可能
ファイルから、共有オブジェクト内のデータ項目への外部参照には、コピー再配置の作成が
必要になります。208 ページの「コピー再配置」を参照してください。このような再配置を行
う場合は、データ項目をデータストレージと関連付けるべきです。この関連付けは、再配置可
能なオブジェクトファイル内にシンボルを定義することで行うことができます。この関連付け
は、mapfile 内でシンボルを size 宣言あり、 value 宣言なしで定義しても行うことができま
す。239 ページの「SYMBOL_SCOPE/SYMBOL_VERSION 指令」を参照してください。

データシンボルにはフィルタを適用できます。155 ページの「フィルタとしての共有オブジェ
クト」を参照してください。このようなフィルタ適用を行うため、オブジェクトファイル定義は
mapfile 定義で増強できます。次の例では、関数定義とデータ定義を含むフィルタを作成しま
す。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        global:

                foo     { TYPE=FUNCTION;       FILTER=filtee.so.1 };

                bar     { TYPE=DATA; SIZE=0x4; FILTER=filtee.so.1 };

        local:

                *;

};

$ cc -o filter.so.1 -G -Kpic -h filter.so.1 -M mapfile -R.

$ elfdump -sN.dynsym filter.so.1 | egrep 'foo|bar'

     [1]   0x105f8     0x4  OBJT GLOB  D    1 .data          bar

     [7]         0       0  FUNC GLOB  D    1 ABS            foo

$ elfdump -y filter.so.1 | egrep 'foo|bar'

     [1]  F        [0] filtee.so.1        bar

     [7]  F        [0] filtee.so.1        foo

実行時に、外部オブジェクトからこれらのシンボルのいずれかへの参照は、「フィルティー」内の
定義に解決されます。
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シンボル範囲の縮小
mapfile 内のローカル範囲を持つようにシンボル定義を定義するとシンボルの最終的な結合
を縮小できます。このメカニズムによって、入力の一部として生成ファイルを使用する将来のリ
ンク編集でシンボルが表示されなくなります。実際、このメカニズムは、ファイルのインタフェー
スの厳密な定義をするために提供されているため、ほかのユーザーに対して、機能の使用を制
限できます。

たとえば、簡単な共有オブジェクトを、ファイル foo.c と bar.c から生成するとします。ファイル
foo.c には、ほかのユーザーも使用できるように設定するサービスを提供する大域シンボル foo
が含まれています。ファイル bar.c には、共有オブジェクトのベースとなる実装を提供するシン
ボル bar と str が含まれています。これらのファイルを使用して共有オブジェクトを作成する
と、通常、次のように大域範囲が指定された 3 つのシンボルが作成されます。

$ cat foo.c

extern const char *bar();

const char *foo()

{

        return (bar());

}

$ cat bar.c

const char *str = "returned from bar.c";

const char *bar()

{

        return (str);

}

$ cc -o libfoo.so.1 -G foo.c bar.c

$ elfdump -sN.symtab libfoo.so.1 | egrep 'foo$|bar$|str$'

    [41]     0x560    0x18  FUNC GLOB  D    0 .text          bar

    [44]     0x520    0x2c  FUNC GLOB  D    0 .text          foo

    [45]   0x106b8     0x4  OBJT GLOB  D    0 .data          str

これで、libfoo.so.1 により提供された機能を、別のアプリケーションのリンク編集の一部として
使用できます。シンボル foo への参照は、共有オブジェクトによって提供された実装に結合さ
れます。

大域結合により、シンボル bar と str への直接参照も可能です。ただし、この可視性は危険な
結果を招く場合があります。関数 foo の基礎となるインプリメンテーションは、後から変更する
ことがあるためです。それが原因で知らないうちに、bar または str に結合された既存のアプリ
ケーションが失敗または誤作動を起こす可能性があります。

また、シンボル bar と str を大域結合すると、同じ名前のシンボルによって割り込まれる可能
性があります。共有オブジェクト内へのシンボルの割り込みについては、42 ページの「単
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純な解決」 で説明しています。この割り込みは、意図的に行うことができ、これを使用すること
により、共有オブジェクトが提供する目的の機能を取り囲むことができます。また反対に、この
割り込みは、同じ共通のシンボル名をアプリケーションと共有オブジェクトの両方に使用した結
果として、知らないうちに実行される場合もあります。

共有オブジェクトを開発する場合は、シンボル bar と str の範囲をローカル結合に縮小して、
このような事態から保護できます。次の例では、シンボル bar と str は、共有オブジェクトのイ
ンタフェースの一部としては利用できなくなっています。そのため、これらのシンボルは、外部の
オブジェクトによって参照されることができないか、割り込みはできません。ユーザーは、インタ
フェースをこの共有オブジェクト用に効果的に定義できます。インプリメンテーションの基礎とな
る詳細を隠している間は、このインタフェースを管理できます。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        local:

                bar;

                str;

};

$ cc -o libfoo.so.1 -M mapfile -G foo.c bar.c

$ elfdump -sN.symtab libfoo.so.1 | egrep 'foo$|bar$|str$'

    [24]     0x548    0x18  FUNC LOCL  H    0 .text          bar

    [25]   0x106a0     0x4  OBJT LOCL  H    0 .data          str

    [45]     0x508    0x2c  FUNC GLOB  D    0 .text          foo

このようなシンボル範囲の縮小には、このほかにもパフォーマンスにおける利点があります。実
行時に必要だったシンボル bar と str に対するシンボルの再配置は、現在は関連する再配
置に縮小されます。シンボル再配置のオーバーヘッドの詳細は、207 ページの「再配置が実
行されるとき」を参照してください。

リンク編集の間に処理されるシンボル数が多くなると、mapfile 内で各ローカル範囲の縮小を
定義するのが困難になります。代わりとなる、より柔軟なメカニズムを使用すると、維持しなけれ
ばならない大域シンボルの点で共有オブジェクトのインタフェースを定義できます。大域シンボ
ルを定義すると、リンカーはその他のシンボルすべてをローカル結合にすることができます。この
メカニズムは、特別な自動縮小指令の「*」を使用して実行します。たとえば、前の mapfile 定義
を書き換えて、生成される出力ファイル内で必要な唯一の大域シンボルとして foo を定義でき
ます。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_VERSION ISV_1.1 {

        global:

               foo;

        local:

               *;
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};

$ cc -o libfoo.so.1 -M mapfile -G foo.c bar.c

$ elfdump -sN.symtab libfoo.so.1 | egrep 'foo$|bar$|str$'

    [26]     0x570    0x18  FUNC LOCL  H    0 .text          bar

    [27]   0x106d8     0x4  OBJT LOCL  H    0 .data          str

    [50]     0x530    0x2c  FUNC GLOB  D    0 .text          foo

この例では、mapfile 指令の一部としてバージョン名 (ISV_1.1) も定義しています。このバー
ジョン名により、ファイルのシンボルインタフェースを定義する、内部バージョン定義が確立さ
れます。バージョン定義はできるだけ作成してください。バージョン定義によって、ファイルの展
開全体を通して使用できる、内部バージョンメカニズムの基礎が形成されます。第9章「インタ
フェースおよびバージョン管理」を参照してください。

注記 - バージョン名が指定されていないと、出力ファイル名がバージョン定義のラベル付けに使
用されます。出力ファイル内に作成されたバージョン情報は、リンカーの -z noversion オプショ
ンを使用して表示しないようにできます。

バージョン名を指定する場合は必ず、すべての大域シンボルをバージョン定義に割り当てる必要
があります。バージョン定義に割り当てられていない大域シンボルが残っていると、リンカーによ
り重大なエラー状態が発生します。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_VERSION ISV_1.1 {

        global:

                foo;

};

$ cc -o libfoo.so.1 -M mapfile -G foo.c bar.c

Undefined           first referenced

 symbol                 in file

str                     bar.o  (symbol has no version assigned)

bar                     bar.o  (symbol has no version assigned)

ld: fatal: symbol referencing errors

-B local オプションを使用して、コマンド行から自動縮小指令「*」を表明することができます。前
の例は、次のようにコンパイルすることもできます。

$ cc -o libfoo.so.1 -M mapfile -B local -G foo.c bar.c

実行可能ファイルまたは共有オブジェクトを生成すると、シンボルの縮小によって、出力イメー
ジ内にバージョン定義が記録されます。再配置可能オブジェクトの生成時にバージョン定義は
作成されますが、シンボルの縮小処理は行われません。その結果、シンボル縮小のシンボルエ
ントリは、大域のまま残されます。たとえば、自動縮小指令が指定された前の mapfile と、関連
する再配置可能オブジェクトを使用して、シンボル縮小が表示されていない中間再配置可能
オブジェクトが作成されます。
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$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_VERSION ISV_1.1 {

        global:

                foo;

        local:

                *;

};

$ ld -o libfoo.o -M mapfile -r foo.o bar.o

$ elfdump -s libfoo.o | egrep 'foo$|bar$|str$'

    [29]      0x10    0x2c  FUNC GLOB  D    2 .text          foo

    [30]         0     0x4  OBJT GLOB  H    0 .data          str

このイメージ内に作成されたバージョン定義は、シンボル縮小が要求されたという事実を記録
します。再配置可能オブジェクトが、最終的に、実行可能ファイルまたは共有オブジェクトの生
成に使用されるときに、シンボル縮小が実行されます。すなわち、リンカーは、mapfile からバー
ジョン管理データを処理するのと同じ方法で、再配置可能オブジェクト内に組み込まれたシン
ボル縮小を読み取り、解釈します。

そのため、上記の例で作成された中間再配置可能オブジェクトは、ここで、共有オブジェクトの
生成に使用されます。

$ ld -o libfoo.so.1 -G libfoo.o

$ elfdump -sN.symtab libfoo.so.1 | egrep 'foo$|bar$|str$'

    [24]     0x508    0x18  FUNC LOCL  H    0 .text          bar

    [25]   0x10644     0x4  OBJT LOCL  H    0 .data          str

    [42]     0x4c8    0x2c  FUNC GLOB  D    0 .text          foo

シンボル縮小は、通常、実行可能ファイルまたは共有オブジェクトが作成されたときに行う必
要があります。ただし、再配置可能オブジェクトが作成されたときは、リンカーの -B reduce オプ
ションを使用して強制的に実行されます。

$ ld -o libfoo.o -M mapfile -B reduce -r foo.o bar.o

$ elfdump -sN.symtab libfoo.o | egrep 'foo$|bar$|str$'

    [20]      0x50    0x18  FUNC LOCL  H    0 .text          bar

    [21]         0     0x4  OBJT LOCL  H    0 .data          str

    [30]      0x10    0x2c  FUNC GLOB  D    2 .text          foo

シンボル削除

シンボル縮小の拡張の 1 つは、オブジェクトのシンボルテーブルから特定のシンボルエントリ
を削除することです。局所シンボルは、オブジェクトの .symtab シンボルテーブルだけで管理
されます。このテーブル全体は、リンカーの -z strip-class オプションを使用して、またはリンク
編集後にstrip(1)を使用してオブジェクトから取り除くことができます。しかし、.symtab シン
ボルテーブルは削除しないで、特定の局所シンボルだけを削除したいこともあります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1strip-1
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シンボルの削除は、mapfile キーワード ELIMINATE を使用して実行できます。local 指令と同
様に個別にシンボルを定義することも、特殊な自動削除指令「*」としてシンボル名を定義するこ
ともできます。次の例では、前述のシンボル縮小の例で使用したシンボル bar を削除していま
す。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_VERSION ISV_1.1 {

        global:

                foo;

        local:

                str;

        eliminate:

                *;

};

$ cc -o libfoo.so.1 -M mapfile -G foo.c bar.c

$ elfdump -sN.symtab libfoo.so.1 | egrep 'foo$|bar$|str$'

    [26]   0x10690     0x4  OBJT LOCL  H    0 .data          str

    [44]     0x4e8    0x2c  FUNC GLOB  D    0 .text          foo

-B eliminate オプションを使用して、コマンド行から自動削除指令「*」を表明することもできま
す。

外部結合

作成するオブジェクトのシンボル参照が共有オブジェクト内の定義によって解決されると、そ
のシンボルは未定義のまま残ります。シンボルに対応する再配置情報が実行時の検索で使用
されます。定義を提供する共有オブジェクトは、通常、1 つの依存条件になります。

実行時リンカーは、実行時にデフォルト検索モデルを使ってこの定義を見つけます。一般にオブ
ジェクトは 1 つずつ検索されますが、その際、動的実行可能プログラムから、オブジェクトが読
み込まれた順に各依存関係が処理されます 。

オブジェクトは、直接結合を使用するように作成することもできます。この方法では、シンボル
参照と、シンボル定義を提供するオブジェクトとの関係は、作成されるオブジェクト内に維持さ
れます。この情報を使えば、実行時リンカーは、参照先とシンボルを定義するオブジェクトを直
接結合し、デフォルトのシンボル検索モデルをバイパスできます。第6章「直接結合」を参照し
てください。
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文字列テーブルの圧縮

リンカーは、重複したエントリと末尾部分文字列を削除することによって、文字列テーブルを圧
縮します。この圧縮により、どのような文字列テーブルでもサイズが相当小さくなります。たとえ
ば、.dynstr テーブルを圧縮すると、テキストセグメントが小さくなるため、実行時のページング
作業が減ります。このような利点があるため、文字列テーブルの圧縮はデフォルトで有効に設
定されています。

非常に多くのシンボルを提供するオブジェクトによって、文字列テーブルの圧縮のために
リンク編集時間が延びる可能性があります。開発時にこの負担を避けるには、リンカーの -z
nocompstrtab オプションを使用します。リンク編集時に行われる文字列テーブルの圧縮は、リ
ンカーのデバッグトークン -D strtab,detail を使用して表示できます。

出力ファイルの生成

入力ファイルの処理とシンボル解決がすべて重大なエラーが発生することもなく完了すると、リ
ンカーは出力ファイルを生成します。リンカーは、出力ファイルの完成に必要な追加セクション
をまず生成します。これらのセクションには、すべての入力ファイルから解決済みの大域および
ウィークシンボル情報とともに局所シンボル定義を含むシンボルテーブルが含まれます。

また、実行時リンカーが必要とする、出力の再配置および動的情報セクションも組み込まれま
す。すべての出力セクション情報が設定された後、出力ファイルサイズの合計が計算されます。
次に出力ファイルイメージが適宜作成されます。

動的実行可能プログラムまたは共有オブジェクトを作成するときに、通常、2 つのシンボル
テーブルが生成されます。.dynsym とその関連文字列テーブル .dynstr には、レジスタ、大
域シンボル、ウィークシンボル、およびセクションシンボルが組み込まれます。これらのセク
ションは、実行時処理イメージの一部としてマッピングされる text セグメントの一部となりま
す。mmapobj(2)を参照してください。このマッピングにより、実行時リンカーは、これらのセク
ションを読み取り、必要な再配置を実行できます。

.symtab テーブルと、その関連文字列テーブル .strtab には、入力ファイル処理から収集され
たすべてのシンボルが含まれています。これらのセクションは、プロセスイメージの一部として対
応付けられません。これらのセクションは、リンカーの -z strip-class オプションを使用して、ま
たはリンク編集後にstrip(1)を使用してイメージから取り除くことができます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2mmapobj-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1strip-1
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予約シンボルは、シンボルテーブルの生成中に作成されます。これらのシンボルは、リンクプロ
セスに対して特別な意味を持っています。コードでは、これらのシンボルを定義しないでくださ
い。

_etext

すべての読み取り専用情報のあとの最初の場所は、一般にテキストセグメントと呼ばれま
す。

_edata

初期化されたデータのあとの最初の位置。

_end

すべてのデータのあとの最初の位置。

_DYNAMIC

.dynamic 情報セクションのアドレス。

_END_

_end と同じ。このシンボルは、_START_ シンボルとともに、ローカル範囲を持ち、オブジェク
トのアドレス範囲を確立する簡単な手段を提供します。

_GLOBAL_OFFSET_TABLE_

リンカーが提供するアドレステーブル (.got セクション) への位置独立の参照。このテーブ
ルは、-K pic  オプションを指定してコンパイルしたオブジェクトで発生する、位置独立の
データ参照から構築されます。196 ページの「位置独立のコード」を参照してください。

_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_

リンカーが提供するアドレステーブル (.plt セクション) への、位置独立の参照。このテーブ
ルは、-K pic  オプションを指定してコンパイルしたオブジェクトで発生する、位置独立の
関数参照から構築されます。196 ページの「位置独立のコード」を参照してください。

_START_

テキストセグメント内の最初の位置。このシンボルは、_END_ シンボルとともに、ローカル範
囲を持ち、オブジェクトのアドレス範囲を確立する簡単な手段を提供します。

リンカーは、実行可能ファイルを生成するとき、追加シンボルを検出して実行可能ファイルのエ
ントリポイントを定義します。シンボルがリンカーの -e オプションを使用して指定された場合、そ
のシンボルが使用されます。それ以外の場合は、リンカーは予約シンボル名 _start と main を
検出します。
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機能要件の特定

機能によって、コードを実行するために必要なシステム属性が決まります。使用できる機能は、
優先順に次のとおりです。

■ プラットフォーム機能 - 特定のプラットフォームを名前で指定します。
■ マシン機能 - 特定マシンのハードウェアを名前で指定します。
■ ハードウェア機能 - 命令セットの拡張やほかのハードウェアの詳細情報を、機能フラグを使用

して指定します。
■ ソフトウェア機能 - ソフトウェア環境の属性を、機能フラグを使用して反映します。

これらの各機能は個々に定義したり、組み合わせて機能グループを作成したりできます。

ある機能が利用可能な場合にだけ実行できるコードは、関連する ELF オブジェクト内の機能
セクションで、これらの要件を指定する必要があります。オブジェクト内に機能要件を記録する
と、関連コードの実行を試みる前に、システムがそのオブジェクトを検証できます。これらの要件
によって、オブジェクトファミリの中からもっとも適したオブジェクトをシステムが選択できるフ
レームワークを規定することもできます。ファミリは同じオブジェクトの派生から構成されます。た
だし、各派生は異なる機能を要求します。

動的オブジェクトに加えて、オブジェクト内の各関数または初期化済みデータ項目を、機能要
件に関連付けることができます。理想的には、機能要件はコンパイラによって作成される再配
置可能オブジェクトに記録され、コンパイル時に指定されたオプションまたは最適化を反映し
ます。リンカーは入力再配置可能オブジェクトの機能を組み合わせて、出力ファイルの最終機
能セクションを作成します。372 ページの「機能セクション」を参照してください。

さらに、リンカーが出力ファイルを作成するときにも機能を定義できます。これらの機能
は、mapfile とリンカーの -M オプションを使用して特定します。mapfile を使用して定義された
機能は、入力再配置可能オブジェクト内で指定された機能を強化したり、オーバーライドしたり
することができます。通常 mapfile は、必要な機能情報を生成しないコンパイラを補強するた
めに使用されます。

システム機能は、実行中のシステムを記述する機能です。プラットフォーム名およびマシンハー
ドウェア名は、それぞれ -i オプションと -m オプションを使用すると、uname(1)で表示できま
す。システムのハードウェア機能は、-v オプションを使用してisainfo(1)で表示できます。実
行時、オブジェクトの機能要件はシステムの機能と比較され、オブジェクトを読み込むことがで
きるかどうか、またはオブジェクト内のシンボルを利用できるかどうかを判断します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1uname-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1isainfo-1
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オブジェクト機能は、オブジェクトに関連する機能です。これらの機能はオブジェクト全体の要
件を定義して、実行時にオブジェクトを読み込むことができるかどうかを制御します。あるオブ
ジェクトが、システムで満たすことができない機能を要求している場合、そのオブジェクトは実
行時に読み込めません。機能を使用すると任意のオブジェクトから複数のインスタンスを作成
でき、各インスタンスはオブジェクト要件に一致するシステムに最適化されます。実行時リン
カーは、オブジェクトの機能要件をシステムが提供する機能と比較することで、このようなオブ
ジェクトインスタンスファミリの中から最適なインスタンスを透過的に選択します。

シンボル機能は、オブジェクト内の各関数または初期化されたデータ項目に関連する機能で
す。これらの機能は、オブジェクト内の 1 つまたは複数のシンボルの要件を定義し、実行時に
そのシンボルを使用できるかどうかを制御します。シンボル機能によって、1 つの関数の複数
のインスタンスが 1 つのオブジェクト内に存在できます。関数の各インスタンスは、別々の機
能を持つシステムに対して最適化できます。また、1 つの初期化されたデータ項目の複数のイ
ンスタンスも 1 つのオブジェクト内に存在できます。データの各インスタンスはシステム固有
のデータを定義できます。シンボルのインスタンスが、システムによって満たすことができない
機能を要求している場合、そのシンボルインスタンスは実行時に使用できません。代わりに、同
じシンボル名の代替インスタンスを使用する必要があります。シンボル機能では、単一のオブ
ジェクトをさまざまな機能のシステムで使用できるようにオブジェクトを構築できます。機能ファ
ミリは、機能に対応できるシステム向けの最適化されたインスタンスと、機能が比較的低いほ
かのシステム向けのより汎用的なインスタンスを提供できます。初期化されたデータ項目のファ
ミリはシステム固有データを提供できます。実行時リンカーは、シンボルの機能要件をシステム
が提供する機能と比較することで、このようなシンボルインスタンスファミリの中から最適なイ
ンスタンスを透過的に選択します。

オブジェクトとシンボルの機能は、現在動作中のシステムに対して最適なオブジェクト、および
オブジェクト内の最適なシンボルを選択できます。オブジェクトとシンボルの機能はオプション
であり、互いに独立しています。ただし、シンボル機能を定義しているオブジェクトがオブジェク
ト機能を定義してもかまいません。この場合、機能シンボルファミリには、オブジェクト機能を満
たすシンボルの 1 つのインスタンスが伴われることになります。オブジェクトの機能が存在しな
い場合、機能シンボルファミリには、機能を要求しないシンボルの 1 つのインスタンスが伴わ
れることになります。指定されたシステムに適合できる機能インスタンスがない場合、このシン
ボルインスタンスによってデフォルト実装が提供されます。

次の x86 の例は、foo.o のオブジェクト機能を示します。これらの機能はオブジェクト全体に
適用されます。この例には、シンボル機能がありません。

$ elfdump -H foo.o

Capabilities Section:  .SUNW_cap
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 Object Capabilities:

     index  tag               value

       [0]  CA_SUNW_HW_1      0x840  [ SSE  MMX ]

次の x86 の例は、bar.o のシンボル機能を示します。これらの機能は個々の関数 foo および
bar に適用されます。各シンボルのインスタンスは 2 つ存在し、それぞれのインスタンスは別々
の機能セットに割り当てられています。この例には、オブジェクト機能がありません。

$ elfdump -H bar.o

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Symbol Capabilities:

     index  tag               value

       [1]  CA_SUNW_HW_1      0x40  [ MMX ]

  Symbols:

     index    value     size  type bind oth ver shndx    name

      [25]        0     0x21  FUNC LOCL  D    0 .text    foo%mmx

      [26]     0x24     0x1e  FUNC LOCL  D    0 .text    bar%mmx

 Symbol Capabilities:

     index  tag               value

       [3]  CA_SUNW_HW_1      0x800  [ SSE ]

  Symbols:

     index    value     size  type bind oth ver shndx    name

      [33]     0x44     0x21  FUNC LOCL  D    0 .text    foo%sse

      [34]     0x68     0x1e  FUNC LOCL  D    0 .text    bar%sse

注記 - この例では、機能シンボルは、機能識別子を汎用のシンボル名に追加する命名規則に
従っています。リンカーはこの規則に従ってオブジェクト機能をシンボル機能に変換できます。
あとで説明する76 ページの「オブジェクト機能のシンボル機能への変換」を参照してくだ
さい。

機能定義には、オブジェクトの要件、またはオブジェクト内の各シンボルの要件を特定できる
多くの組み合わせが用意されています。ハードウェア機能には、非常に高い柔軟性が備わって
います。ハードウェア機能でハードウェア要件を定義するときは、特定のマシンハードウェア名ま
たはプラットフォーム名を指定しません。しかし、ベースとなるシステムの属性の中には、マシン
のハードウェア名またはプラットフォーム名からしか判断できないものもあります。機能名を指定
すると、特定のシステム機能向けにコーディングできますが、指定したオブジェクトの利用が制
限される可能性があります。あるオブジェクトに対して新しいマシンハードウェア名またはプラッ
トフォーム名が利用できるようになったときに、その新しい機能名を特定するために、オブジェク
トの再作成が必要になります。

次のセクションでは、機能の定義方法とリンカーによる使用方法について説明します。
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プラットフォーム機能の特定

オブジェクトのプラットフォーム機能では、オブジェクトまたはオブジェクト内の特定のシンボル
が実行できるシステムのプラットフォーム名を指定します。複数のプラットフォーム機能を定義で
きます。これはもっとも具体的であり、ほかの機能タイプに優先します。

システムのプラットフォーム名は、ユーティリティーuname(1)に -i オプションを付けて実行する
と表示できます。

プラットフォーム機能要件は次の mapfile 構文を使用すると定義できます。

    $mapfile_version 2

        CAPABILITY {

                PLATFORM  = platform_name...;
                PLATFORM += platform_name...;
                PLATFORM -= platform_name...;
        };

PLATFORM 属性は 1 つまたは複数のプラットフォーム名で修飾されます。「+=」形式の代入を
使用すると、入力オブジェクトで指定されたプラットフォーム機能に追加できます。「=」形式は
これらをオーバーライドします。「-=」形式の代入を使用すると、出力オブジェクトからプラット
フォーム機能を削除できます。次の SPARC の例では、オブジェクト foo.so.1 を SUNW,SPARC-
Enterprise プラットフォームに固有であることを指定します。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

CAPABILITY {

        PLATFORM = 'SUNW,SPARC-Enterprise';

};

$ cc -o foo.so.1 -G -K pic -Mmapfile foo.c -lc

$ elfdump -H foo.so.1

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Object Capabilities:

     index  tag               value

       [0]  CA_SUNW_PLAT      SUNW,SPARC-Enterprise

再配置可能オブジェクトはプラットフォーム機能を定義できます。これらの機能がまとめられて、
作成中のオブジェクトの最終的な機能要件が定義されます。

オブジェクトのプラットフォーム機能は、「=」形式の代入を使用すると mapfile から明示的に制
御でき、入力の再配置可能オブジェクトから指定される可能性のあるプラットフォーム機能を
オーバーライドできます。「=」形式の代入を使用して空の PLATFORM 属性を指定すると、作成中
のオブジェクトからプラットフォームのすべての機能要件が削除されます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1uname-1
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動的オブジェクトで定義されたプラットフォーム機能要件は、システムのプラットフォーム名に
照らして、実行時リンカーによって検証されます。オブジェクトが使用されるのは、オブジェクト
に記録されたプラットフォーム名の 1 つがシステムのプラットフォーム名に一致した場合だけで
す。

コードを特定のプラットフォーム用に限定することは、場合によって有効となります。しかし、ハー
ドウェア機能ファミリを作成する方が柔軟性を高めることができるため、この方法を推奨します。
ハードウェア機能ファミリは、コードを幅広いシステムで実行できるように最適化できます。

マシン機能の指定

オブジェクトのマシン機能では、オブジェクトまたはオブジェクト内の特定のシンボルが実行
できるシステムのマシンハードウェア名を指定します。複数のマシン機能を定義できます。この
指定はプラットフォーム機能定義に比べて優先度が低いですが、ほかの機能タイプより優先し
ます。

システムのマシンハードウェア名は、ユーティリティーuname(1)に -m オプションを付けて実行す
ると表示できます。

マシン機能要件は次の mapfile 構文を使用すると定義できます。

    $mapfile_version 2

        CAPABILITY {

                MACHINE  = machine_name...;
                MACHINE += machine_name...;
                MACHINE -= machine_name...;
        };

MACHINE 属性は 1 つまたは複数のマシンハードウェア名で修飾されます。「+=」形式の代入を
使用すると、入力オブジェクトで指定されたマシン機能に追加できます。「=」形式はこれらを
オーバーライドします。「-=」形式の代入を使用すると、出力オブジェクトからマシン機能を削除
できます。次の SPARC の例では、オブジェクト foo.so.1 を sun4u マシンハードウェア名に固
有であることを指定します。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

CAPABILITY {

        MACHINE = sun4u;

};

$ cc -o foo.so.1 -G -K pic -Mmapfile foo.c -lc

$ elfdump -H foo.so.1

Capabilities Section:  .SUNW_cap

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1uname-1
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 Object Capabilities:

     index  tag               value

       [0]  CA_SUNW_MACH      sun4u

再配置可能オブジェクトはマシン機能を定義できます。これらの機能がまとめられて、作成中
のオブジェクトの最終的な機能要件が定義されます。

オブジェクトのマシン機能は、「=」形式の代入を使用すると mapfile から明示的に制御でき、
入力の再配置可能オブジェクトから指定される可能性のあるマシン機能をオーバーライドでき
ます。「=」形式の代入を使用して空の MACHINE 属性を指定すると、作成中のオブジェクトから
マシンのすべての機能要件が削除されます。

動的オブジェクトで定義されたマシン機能要件は、システムのマシンハードウェア名に照らし
て、実行時リンカーによって検証されます。オブジェクトが使用されるのは、オブジェクトに記録
されたマシン名の 1 つがシステムのマシン名に一致した場合だけです。

コードを特定のマシン用に限定することは、場合によって有効となります。しかし、ハードウェア機
能ファミリを作成する方が柔軟性を高めることができるため、この方法を推奨します。ハードウェ
ア機能ファミリは、コードを幅広いシステムで実行できるように最適化できます。

ハードウェア機能の特定

オブジェクトのハードウェア機能は、オブジェクトまたは特定のシンボルを正しく実行するため
に必要なシステムのハードウェア要件を特定します。この要件の例としては、一部の x86 アーキ
テクチャーで利用できる MMX または SSE の機能を必要とするコードの特定があります。

ハードウェア機能要件は、次の mapfile 構文を使用して特定できます。

    $mapfile_version 2

        CAPABILITY {

                HW  = hwcap_flag...;
                HW += hwcap_flag...;
                HW -= hwcap_flag...;
        };

CAPABILITY 指令に対する HW 属性は、ハードウェア機能のシンボル表現である 1 つまたは複
数のトークンで修飾されます。「+=」形式の代入を使用すると、入力オブジェクトで指定された
ハードウェア機能に追加できます。「=」形式はオーバーライドします。「-=」形式の代入を使用す
ると、出力オブジェクトからハードウェア機能を削除できます。

SPARC システムでは、ハードウェア機能は sys/auxv_SPARC.h の AV_ の値として定義されま
す。x86 システムでは、ハードウェア機能は sys/auxv_386.h の AV_ の値として定義されます。
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次の x86 の例では、オブジェクト foo.so.1 に必要なハードウェア機能として MMX と SSE が宣
言されています。

$ egrep "MMX|SSE" /usr/include/sys/auxv_386.h

#define AV_386_MMX    0x0040

#define AV_386_SSE    0x0800

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

CAPABILITY {

        HW += SSE MMX;

};

$ cc -o foo.so.1 -G -K pic -Mmapfile foo.c -lc

$ elfdump -H foo.so.1

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Object Capabilities:

     index  tag               value

       [0]  CA_SUNW_HW_1      0x840  [ SSE  MMX ]

再配置可能オブジェクトには、ハードウェア機能の値を含めることができます。リンカーは、複数
の入力再配置可能オブジェクトからのハードウェア機能値を組み合わせます。この結果生じる
CA_SUNW_HW_1 の値は、関連入力値のビット単位の OR となります。デフォルトでは、これらの
値は、mapfile で指定されたハードウェア機能と組み合わせられます。

オブジェクトのハードウェア機能要件は、「=」形式の代入を使用すると mapfile から明示的に
制御でき、入力の再配置可能オブジェクトから指定される可能性のあるハードウェア機能を
オーバーライドできます。「=」形式の代入を使用して空の HW 属性を指定すると、作成中のオブ
ジェクトからハードウェアのすべての機能要件が削除されます。

次の例では、入力の再配置可能オブジェクト foo.o で定義されたハードウェア機能のデータが
出力ファイル bar.o に含まれないように隠されています。

$ elfdump -H foo.o

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Object Capabilities:

     index  tag               value

       [0]  CA_SUNW_HW_1      0x840  [ SSE  MMX ]

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

CAPABILITY {

        HW = ;

};

$ ld -o bar.o -r -Mmapfile foo.o

$ elfdump -H bar.o

$ 
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動的オブジェクトが定義したハードウェア機能要件は、システムが提供するハードウェア機能に
照らして、実行時リンカーによって検証されます。ハードウェア機能要件の一部を満足できない
場合、そのオブジェクトは実行時に読み込みされません。たとえば、SSE 機能がプロセスで利用
できない場合、ldd(1)は次のエラーを示します。

$ ldd prog

        foo.so.1 =>      ./foo.so.1  - hardware capability unsupported: 0x800 [ SSE ]

        ....

別々のハードウェア機能を利用する動的オブジェクトの複数のバリエーションは、フィルタを使
用することによって、柔軟な実行時環境を提供できます。279 ページの「機能固有の共有オ
ブジェクト」を参照してください。

ハードウェア機能は、1 つのオブジェクト内の個々の関数の機能を指定するためにも使用でき
ます。この場合、実行時リンカーは現在のシステム機能に基づいて使用する最適な関数を選択
できます。70 ページの「シンボル機能関数ファミリの作成」を参照してください。

ソフトウェア機能の特定

オブジェクトのソフトウェア機能は、プロセスのデバッグまたはモニタリングにとって重要なこと
があるソフトウェアの特徴を特定します。ソフトウェア機能はプロセスの実行にも影響を与える
ことができます。現在のところ、オブジェクトによるフレームポインタの使用、およびプロセスアド
レス空間の制限に関連したソフトウェア機能のみが存在します。

オブジェクトは、フレームポインタ使用を認識することを示せます。この状態は、フレームポインタ
を使用中または未使用として宣言することで、修飾されます。

64 ビットのオブジェクトは、実行時に 32 ビットのアドレス空間内で実行しなければならないこ
とを指定できます。

ソフトウェア機能フラグは、sys/elf.h  で定義されています。

#define  SF1_SUNW_FPKNWN    0x001

#define  SF1_SUNW_FPUSED    0x002

#define  SF1_SUNW_ADDR32    0x004

これらのソフトウェア機能要件は、次の mapfile 構文を使用して特定できます。

        $mapfile_version 2

CAPABILITY {

        SF  = sfcap_flags...;
        SF += sfcap_flags...;
        SF -= sfcap_flags...;

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
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};

CAPABILITY 指令に対する SF 属性は、トークン FPKNWN、 FPUSED、および ADDR32 のいずれにも
割り当てることができます。

再配置可能オブジェクトには、ソフトウェア機能の値を含めることができます。リンカーは、複数
の入力再配置可能オブジェクトからのソフトウェア機能値を組み合わせます。ソフトウェア機能
は、mapfile も提供されます。デフォルトでは、mapfile のすべての値が、再配置可能オブジェ
クトで提供される値と組み合わせられます。

オブジェクトのソフトウェア機能要件は、「=」形式の代入を使用すると mapfile から明示的に
制御でき、入力の再配置可能オブジェクトから指定される可能性のあるソフトウェア機能を
オーバーライドできます。「=」形式の代入を使用して空の HW 属性を指定すると、作成中のオブ
ジェクトからソフトウェアのすべての機能要件が削除されます。

次の例では、入力の再配置可能オブジェクト foo.o で定義されたソフトウェア機能のデータが
出力ファイル bar.o に含まれないように隠されています。

$ elfdump -H foo.o

Object Capabilities:

    index  tag               value

      [0]  CA_SUNW_SF_1      0x3  [ SF1_SUNW_FPKNWN  SF1_SUNW_FPUSED ]

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

CAPABILITY {

        SF = ;

};

$ ld -o bar.o -r -Mmapfile foo.o

$ elfdump -H bar.o

$ 

ソフトウェア機能フレームポインタの処理

2 つのフレームポインタ入力値からの CA_SUNW_SF_1  値は、次のように計算されます。

表 2-1 CA_SUNW_SF_1 フレームポインタフラグ組み合わせ状態テーブル

入力ファイル 1 入力ファイル 2

SF1_SUNW_FPKNWN SF1_
SUNW_FPUSED

SF1_SUNW_FPKNWN <unknown>

SF1_SUNW_FPKNWN SF1_
SUNW_FPUSED

SF1_SUNW_FPKNWN SF1_
SUNW_FPUSED

SF1_SUNW_FPKNWN SF1_SUNW_FPKNWN SF1_
SUNW_FPUSED

SF1_SUNW_FPKNWN SF1_SUNW_FPKNWN SF1_SUNW_FPKNWN SF1_SUNW_FPKNWN
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入力ファイル 1 入力ファイル 2

<unknown> SF1_SUNW_FPKNWN SF1_
SUNW_FPUSED

SF1_SUNW_FPKNWN <unknown>

この計算は、再配置可能オブジェクト値と mapfile 値にそれぞれ適用されます。.SUNW_cap
セクションが存在しない場合や、このセクションに CA_SUNW_SF_1 の値が含まれない場
合、SF1_SUNW_FPKNW フラグも SF1_SUNW_FPUSED フラグも設定されていない場合は、オブジェク
トのフレームポインタソフトウェア機能は不明になります。

ソフトウェア機能アドレス空間制限処理

SF1_SUNW_ADDR32 ソフトウェア機能フラグによって識別される 64 ビットオブジェクトは、32
ビットアドレス空間を必要とする最適化されたコードを含むことができます。この方法で識別さ
れる 64 ビットオブジェクトは、SF1_SUNW_ADDR32 フラグで識別されるかどうかにかかわらず、
他の 64 ビットオブジェクトと相互運用できます。64 ビット入力再配置可能オブジェクト内で
SF1_SUNW_ADDR32 フラグが現れると、リンカーによって作成される出力ファイル用に作成される
CA_SUNW_SF_1 値に反映されます。

64 ビット実行可能ファイル内に SF1_SUNW_ADDR32 フラグが存在すると、関連付けられたプロ
セスは下位 32 ビットアドレス空間に確実に制限されます。この制限付きアドレス空間には、プ
ロセススタックと、すべてのプロセス依存関係が含まれます。そのようなプロセスの内部では、す
べてのオブジェクトは SF1_SUNW_ADDR32 フラグで識別されるかどうかにかかわらず、制限付き
32 ビットアドレス空間内に読み込まれます。

64 ビット共有オブジェクトは SF1_SUNW_ADDR32 フラグを含むことができます。ただし、制限付
きアドレス空間要件は、SF1_SUNW_ADDR32 フラグを含む 64 ビット実行可能ファイルによっての
み設定できます。したがって、64 ビットの SF1_SUNW_ADDR32 共有オブジェクトは64 ビットの
SF1_SUNW_ADDR32 実行可能ファイルに依存する必要があります。

制限付きでない 64 ビット実行可能ファイルを構築するとき、64 ビットの SF1_SUNW_ADDR32 共
有オブジェクトがリンカーによって検出されると、警告が発生します。

$ cc -m64 -o main main.c -lfoo

ld: warning: file libfoo.so: section .SUNW_cap: software capability ADDR32: \

    requires executable be built with ADDR32 capability

制限付きでない 64 ビットの実行可能ファイルから作成されたプロセスによって 64 ビットの
SF1_SUNW_ADDR32 共有オブジェクトが実行時に検出されると、致命的エラーが発生します。

$ ldd main
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    libfoo.so =>     ./libfoo.so  - software capability unsupported: 0x4  [ ADDR32 ]

    ....

$ main

ld.so.1: main: fatal: ./libfoo.so: software capability unsupported: 0x4  [ ADDR32 ]

実行可能ファイルには、mapfile を使用して SF1_SUNW_ADDR32 をシードできます。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

CAPABILITY {

        SF += ADDR32;

};

$ cc -m64 -o main main.c -Mmapfile -lfoo

$ elfdump -H main

Object Capabilities:

    index  tag               value

      [0]  CA_SUNW_SF_1      0x4  [ SF1_SUNW_ADDR32 ]

シンボル機能関数ファミリの作成

開発者は、関数の複数のインスタンス (それぞれは特定の機能セット向けに最適化) を 1 つ
のオブジェクト内に用意したいと考えることがよくあります。インスタンスの選択と使用が消費
者に対して透過的であることが望まれます。外部インタフェースとして、汎用的なフロントエンド
の関数を作成できます。この汎用インスタンスと最適化されたインスタンスを 1 つのオブジェ
クトに結合できます。タスクを処理するために汎用インスタンスはgetisax(2)を使用してシス
テムの機能を判断し、最適化された適切な関数インスタンスを呼び出すことができます。このモ
デルは適切に機能しますが、汎用性に欠け、実行時のオーバーヘッドが発生します。

シンボル機能はこのようなオブジェクトを作成するために別の方法を提供します。この方法は
より簡単で効率が良く、さらにフロントエンドのコードを書く必要がありません。1 つの関数の複
数のインスタンスを作成できます。また、さまざまな機能に関連付けることができます。これらの
インスタンスと、いずれのシステムにも適した関数のデフォルトのインスタンスは、1 つの動的
オブジェクトに結合できます。このファミリのシンボルの中でもっとも適したメンバーが、シンボ
ルの機能情報を使用して、実行時リンカーによって選択されます。

次の例では、x86 オブジェクト foobar.mmx.o および foobar.sse.o が同じ関数 foo() と
bar() を保持しており、それぞれ MMX と SSE の命令を使用するようにコンパイルされています。

$ elfdump -H foobar.mmx.o

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Symbol Capabilities:

    index  tag               value

      [1]  CA_SUNW_ID        mmx

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2getisax-2
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      [2]  CA_SUNW_HW_1      0x40  [ MMX ]

  Symbols:

     index    value      size  type bind oth ver shndx    name

      [10]        0      0x21  FUNC LOCL  D    0 .text    foo%mmx

      [16]     0x24      0x1e  FUNC LOCL  D    0 .text    bar%mmx

$ elfdump -H foobar.sse.o

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Symbol Capabilities:

    index  tag               value

      [1]  CA_SUNW_ID        sse

      [2]  CA_SUNW_HW_1      0x800  [ SSE ]

  Capabilities symbols:

     index    value      size  type bind oth ver shndx    name

      [16]        0      0x2f  FUNC LOCL  D    0 .text    foo%sse

      [18]     0x48      0x30  FUNC LOCL  D    0 .text    bar%sse

これらの各オブジェクトは機能関数 foo%*() および bar%*() を指定する局所シンボルを含ん
でいます。また、各オブジェクトは関数 foo() および bar() への大域参照も定義します。foo()
または bar() への内部参照はすべて、これらの大域参照を介して、外部参照のように再配置さ
れます。

これら 2 つのオブジェクトは、foo() および bar() のデフォルトのインスタンスと結合できるよ
うになりました。これらのデフォルトインスタンスは大域参照を満たし、どのオブジェクト機能と
も互換性を持つ実装を提供します。これらのデフォルトインスタンスは各機能ファミリの先頭に
なります。オブジェクトの機能が存在しない場合、このデフォルトインスタンスも機能を要求して
はいけません。実質的に、foo() と bar() の 3 つのインスタンスが存在し、大域インスタンスは
デフォルトを提供し、局所インスタンスは関連機能が使用できる場合に、実行時に使用される
実装を提供します。

$ cc -o libfoobar.so.1 -G foobar.o foobar.sse.o foobar.mmx.o

$ elfdump -sN.dynsym libfoobar.so.1 | egrep "foo|bar"

     [2]     0x700    0x21  FUNC LOCL  D    0 .text    foo%mmx

     [4]     0x750    0x2f  FUNC LOCL  D    0 .text    foo%sse

     [8]     0x784    0x1e  FUNC LOCL  D    0 .text    bar%mmx

     [9]     0x7b0    0x30  FUNC LOCL  D    0 .text    bar%sse

    [15]     0x7a0    0x14  FUNC GLOB  D    1 .text    foo

    [17]     0x7c0    0x14  FUNC GLOB  D    1 .text    bar

動的オブジェクトの機能情報には機能シンボルが表示され、利用できる機能ファミリがわかり
ます。

$ elfdump -H libfoobar.so.1

Capabilities Section:  .SUNW_cap
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 Symbol Capabilities:

   index  tag               value

     [1]  CA_SUNW_ID        mmx

     [2]  CA_SUNW_HW_1      0x40  [ MMX ]

  Symbols:

   index    value     size  type bind oth ver shndx    name

     [2]    0x700     0x21  FUNC LOCL  D    0 .text    foo%mmx

     [8]    0x784     0x1e  FUNC LOCL  D    0 .text    bar%mmx

 Symbol Capabilities:

   index  tag               value

     [4]  CA_SUNW_ID        sse

     [5]  CA_SUNW_HW_1      0x800  [ SSE ]

  Symbols:

   index    value     size  type bind oth ver shndx    name

     [4]    0x750     0x2f  FUNC LOCL  D    0 .text    foo%sse

     [9]    0x7b0     0x30  FUNC LOCL  D    0 .text    bar%sse

Capabilities Chain Section:  .SUNW_capchain

 Capabilities family: foo

  chainndx  symndx      name

         1  [15]        foo

         2  [2]         foo%mmx

         3  [4]         foo%sse

 Capabilities family: bar

  chainndx  symndx      name

         5  [17]        bar

         6  [8]         bar%mmx

         7  [9]         bar%sse

実行時、foo() と bar() へのすべての参照は、まず大域シンボルに結合されます。しかし、実
行時リンカーはこれらの関数が機能ファミリの先頭のインスタンスであることを認識していま
す。実行時リンカーは各ファミリメンバーを検査して、より適した機能関数が使用できるかどうか
を判断します。この処理には 1 回限りのコストがかかり、関数の最初の呼び出し時に発生しま
す。foo() および bar() への後続の呼び出しは、最初の呼び出しで選択された関数のインスタ
ンスに直接結合されます。この関数の選択は実行時リンカーのデバッグ機能を使用すると確認
できます。

次の例では、ベースとなるシステムが MMX または SSE をサポートしていません。foo() の先頭の
インスタンスには特別な機能のサポートは必要ないため、どの再配置参照も満たします。

$ LD_DEBUG=symbols  main

....

debug: symbol=foo;  lookup in file=./libfoo.so.1  [ ELF ]

debug:   symbol=foo[15]:  capability family default

debug:   symbol=foo%mmx[2]:  capability specific (CA_SUNW_HW_1):  [ 0x40  [ MMX ] ]
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debug:   symbol=foo%mmx[2]:  capability rejected

debug:   symbol=foo%sse[4]:  capability specific (CA_SUNW_HW_1):  [ 0x800  [ SSE ] ]

debug:   symbol=foo%sse[4]:  capability rejected

debug:   symbol=foo[15]:  used

次の例では、MMX は使用できますが、SSE は使用できません。MMX が使用できる foo() のイン
スタンスは、どの再配置参照も解決します。

$ LD_DEBUG=symbols  main

....

debug: symbol=foo;  lookup in file=./libfoo.so.1  [ ELF ]

debug:   symbol=foo[15]:  capability family default

debug:   symbol=foo%mmx[2]:  capability specific (CA_SUNW_HW_1):  [ 0x40  [ MMX ] ]

debug:   symbol=foo%mmx[2]:  capability candidate

debug:   symbol=foo%sse[4]:  capability specific (CA_SUNW_HW_1):  [ 0x800  [ SSE ] ]

debug:   symbol=foo%sse[4]:  capability rejected

debug:   symbol=foo[2]:  used

複数の機能インスタンスが同じシステムで実行できる場合、一連の優先規則を利用して 1 つ
のインスタンスを選択します。

■ プラットフォーム名を定義している機能グループは、プラットフォーム名を定義していないグ
ループに優先します。

■ マシンのハードウェア名を定義している機能グループは、マシンのハードウェア名を定義して
いないグループに優先します。

■ ハードウェア機能の値は、大きい値が小さい値より優先します。

機能関数インスタンスのファミリはプロシージャーのリンクテーブルエントリからアクセスできる
必要があります。450 ページの「プロシージャーのリンクテーブル (プロセッサ固有)」を参照し
てください。このプロシージャーリンクの参照には、実行時リンカーが関数を解決する必要があり
ます。このプロセス中、実行時リンカーは関連のシンボル機能情報を処理して、使用できる関数
インスタンスファミリから最適な関数を選択できます。

シンボル機能が使用されないときに、リンカーがプロシージャーのリンクテーブルエントリを必要
としないでコードへの参照を解決できる場合があります。たとえば、動的実行可能ファイル内で
は、実行可能ファイル内に存在する関数への参照が、リンク編集時に内部的に結合できます。
共有オブジェクト内に隠されて保護されている関数も、リンク編集時に内部的に結合できま
す。この場合、一般的に、実行時リンカーはこれらの関数への参照の解決に関与する必要はあ
りません。

しかし、シンボル機能が使用された場合、関数はプロシージャーのリンクテーブルエントリから解
決される必要があります。このエントリが必要なのは、実行時リンカーが読み取り専用のテキス
トセグメントを維持しながら、適切な関数を選択することに関与するためです。このメカニズム
では、機能関数へのすべての呼び出しが、プロシージャーのリンクテーブルエントリを介した間接
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参照になります。この間接参照は、シンボル機能が使用されない場合は必要ない可能性があ
ります。このため、機能関数を呼び出すコストと、機能関数を使用して得られるデフォルトに対
する性能の改善との間に小さいトレードオフがあります。

注記 - 機能関数はプロシージャーのリンクテーブルエントリを介してアクセスする必要があります
が、この関数は隠された、または保護されたものとして定義できます。実行時リンカーはこれら
の可視性に従って、関数への結合を制限します。この動作により、シンボル機能が関数と関連
付けられていないときに作成される結合と同じ結合になります。隠された関数は外部オブジェ
クトから結合できません。保護された関数へのオブジェクト内からの参照は、同じオブジェクト
内でのみ結合されます。

シンボル機能データ項目のファミリの作成

初期化されたデータの複数のインスタンス (各インスタンスはシステムに固有) を同じオブジェ
クト内で提供できます。しかし、このようなデータは、関数インタフェースを介して提供する方法
が簡単で、お勧めです。70 ページの「シンボル機能関数ファミリの作成」を参照してくださ
い。実行可能ファイル内に初期化データの複数のインスタンスを提供するには、特別な配慮が
必要です。

次の例では、foo.c 内のデータ項目 foo を初期化して、マシン名の文字列を指しています。こ
のファイルはさまざまなマシン用にコンパイルでき、各インスタンスはマシン機能で特定されま
す。このデータ項目への参照は、ファイル bar.c の bar() から行われます。次に共有オブジェ
クト foobar.so.1 が、foo の 2 つの機能インスタンスと bar() を結合することで作成されま
す。

$ cat foo.c

char *foo = MACHINE;

$ cat bar.c

#include <stdio.h>

extern char *foo = MACHINE;

void bar()

{

        (void) printf("machine: %s\n", foo);

}

$ elfdump -H foobar.so.1

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Symbol Capabilities:

   index  tag               value

     [1]  CA_SUNW_ID        sun4u

     [2]  CA_SUNW_MACH      sun4u
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  Symbols:

   index    value     size  type bind oth ver shndx          name

     [1]  0x108d4      0x4  OBJT LOCL  D    0 .data          foo%sun4u

 Symbol Capabilities:

   index  tag               value

     [4]  CA_SUNW_ID        sun4v

     [5]  CA_SUNW_MACH      sun4v

  Symbols:

   index    value     size  type bind oth ver shndx          name

     [2]  0x108d8      0x4  OBJT LOCL  D    0 .data          foo%sun4v

アプリケーションは bar() を参照できます。実行時リンカーはベースとなるシステムに関連する
foo のインスタンスに結合します。

$ uname -m

sun4u

$ main

machine: sun4u

このコードが適切に動作するには、コードが位置独立になるようにコンパイルされる必要がありま
す。共有可能なオブジェクト内のコードではこれは一般的です。196 ページの「位置独立の
コード」を参照してください。位置独立のデータ参照は間接参照であるため、実行時リンカーは
必要な参照を検索して、データセグメントの要素を更新できます。データセグメントのこの再配
置更新では、テキストセグメントが読み取り専用として保持されます。

しかし、実行可能ファイル内のコードは位置依存であることが一般的です。また、実行可能ファ
イル内のデータ参照はリンク編集時に結合されます。実行可能ファイル内では、実行時リンカー
がシンボル機能ファミリから選択できるように、シンボル機能のデータ参照は、大域データ項目
を介して解決されない状態のままである必要があります。前の例の bar.c にある bar() からの
参照が位置依存コードとしてコンパイルされた場合、実行可能ファイルのテキストセグメントは
実行時に再配置される必要があります。デフォルトでは、この状態は重大なリンク時エラーとな
ります。

$ cc -o main main.c bar.c foo.o foo.1.o foo.2.o ...

warning: Text relocation remains                referenced

    against symbol                  offset      in file

foo                                 0x0         bar.o

foo                                 0x8         bar.o

このエラー状態を解決する 1 つの方法は、bar.c を位置独立としてコンパイルすることです。た
だし、この方法を正常に動作させるには、シンボル機能データ項目への実行可能ファイル内か
らの参照をすべて位置独立でコンパイルする必要がある点に注意してください。
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データはシンボル機能メカニズムを使用してアクセスできますが、データ項目をオブジェクトへ
の公開インタフェースの一部にすることは問題となる可能性があります。より柔軟な別のモデル
は、シンボル機能関数に各データ項目をカプセル化することです。この関数が、データをアクセ
スするための唯一の手段を提供します。シンボル機能関数にデータを隠すことによって、データ
を静的に定義し、非公開のままに維持できるという重要なメリットが得られます。前の例は、シン
ボル機能関数を使用するようにコーディングできます。

$ cat foobar.c

cat bar.c

#include <stdio.h>

static char *foo = MACHINE;

void bar()

{

        (void) printf("machine: %s\n", foo);

}

$ elfdump -H main

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Symbol Capabilities:

   index  tag               value

     [1]  CA_SUNW_ID        sun4u

     [2]  CA_SUNW_MACH      sun4u

  Symbols:

   index    value     size  type bind oth ver shndx          name

     [1]  0x1111c     0x1c  FUNC LOCL  D    0 .text          bar%sun4u

 Symbol Capabilities:

   index  tag               value

     [4]  CA_SUNW_ID        sun4v

     [5]  CA_SUNW_MACH      sun4v

  Symbols:

   index    value     size  type bind oth ver shndx          name

     [2]  0x11138     0x1c  FUNC LOCL  D    0 .text          bar%sun4v

$ uname -m

sun4u

$ main

machine: sun4u

オブジェクト機能のシンボル機能への変換

理想的には、コンパイラはシンボル機能で特定されたオブジェクトを生成できます。コンパイラ
がシンボル機能を解決できない場合は、リンカーが解決します。
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オブジェクト機能を定義している再配置可能オブジェクトは、リンカーを使用してシンボル機能
を定義する再配置可能オブジェクトに変換できます。リンカーの -z symbolcap オプションを使
用すると、機能データセクションがすべて変換されて、シンボル機能が定義されます。オブジェ
クト内のすべての大域関数は局所関数に変換され、シンボル機能に関連付けられます。初期
化された大域データ項目は局所データ項目に変換され、シンボル機能に関連付けられます。変
換されたこれらのシンボルには、オブジェクト機能グループの一部として指定された機能識別
子が追加されます。機能識別子が定義されていない場合は、デフォルトのグループ名が追加さ
れます。

オリジナルの大域関数または初期化されたデータ項目のそれぞれに対して、大域参照が作成
されます。この参照は再配置要件に関連付けられており、動的オブジェクトを作成するために
このオブジェクトを最終的に結合するときに、デフォルトの大域シンボルに結合できます。

注記 - -z symbolcap オプションは、オブジェクト機能セクションを含んでいるオブジェクトに適
用されます。このオプションは、すでにシンボル機能を含んでいる再配置可能オブジェクト、ま
たはオブジェクトおよびシンボルの機能を含む再配置可能オブジェクトに影響しません。この
設計により、複数のオブジェクトがリンカーによって結合でき、オブジェクト機能を含むオブジェ
クトだけがこのオプションの影響を受けます。

次の例では、x86 再配置可能オブジェクトは 2 つの大域関数 foo() および bar() を含んで
います。このオブジェクトは MMX と SSE のハードウェア機能を要求するようにコンパイルされま
した。これらの例では、機能グループは機能識別子エントリを使用して名前が付けられました。
この識別子名は変換されたシンボル名に追加されます。この明示的な識別子がないと、リン
カーはデフォルトの機能グループ名を追加します。

$ elfdump -H foo.o

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Object Capabilities:

   index  tag               value

     [0]  CA_SUNW_ID        sse,mmx

     [1]  CA_SUNW_HW_1      0x840  [ SSE MMX ]

$ elfdump -s foo.o | egrep "foo|bar"

    [25]         0   0x21  FUNC GLOB  D    0 .text    foo

    [26]      0x24   0x1e  FUNC GLOB  D    0 .text    bar

$ elfdump -r foo.o | fgrep foo

  R_386_PLT32                0x38       .rel.text             foo

これで、この再配置可能オブジェクトはシンボル機能の再配置可能オブジェクトに変換できま
す。

$ ld -r -o foo.1.o -z symbolcap foo.o
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$ elfdump -H foo.1.o

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Symbol Capabilities:

   index  tag               value

     [1]  CA_SUNW_ID        sse,mmx

     [2]  CA_SUNW_HW_1      0x840  [ SSE MMX ]

  Symbols:

   index    value     size  type bind oth ver shndx    name

    [25]        0     0x21  FUNC LOCL  D    0 .text    foo%sse,mmx

    [26]     0x24     0x1e  FUNC LOCL  D    0 .text    bar%sse,mmx

$ elfdump -s foo.1.o | egrep "foo|bar"

    [25]        0     0x21  FUNC LOCL  D    0 .text    foo%sse,mmx

    [26]     0x24     0x1e  FUNC LOCL  D    0 .text    bar%sse,mmx

    [37]        0        0  FUNC GLOB  D    0 UNDEF    foo

    [38]        0        0  FUNC GLOB  D    0 UNDEF    bar

$ elfdump -r foo.1.o | fgrep foo

  R_386_PLT32                0x38       .rel.text             foo

このオブジェクトは、同じ関数 (別のシンボル機能に関連) のインスタンスを含む別のオブジェ
クトと結合でき、実行可能ファイルまたは共有オブジェクトを作成できるようになりました。また、
シンボル機能と関連付けられていない、各機能ファミリの先頭となる各関数のデフォルトインス
タンスが提供される必要があります。このデフォルトのインスタンスはすべての外部参照に対
応しており、どのシステムでも関数のインスタンスが確実に使用できるようになります。

実行時、foo() と bar() へのすべての参照は、先頭のインスタンスに向けられます。ただし、シ
ステムが適切な機能に対応している場合、実行時リンカーは最適なシンボル機能インスタンス
を選択します。

アーカイブに関する考慮事項

アーカイブライブラリには通常、再配置可能オブジェクトの集合が含まれます。リンカー
は、個々の再配置可能なオブジェクトを抽出して、未解決のシンボル参照を解決できま
す。29 ページの「アーカイブ処理」を参照してください。

機能再配置可能オブジェクトのファミリがアーカイブに追加された場合、先頭機能シンボルの
すべての参照は、そのシンボルを定義する汎用再配置可能オブジェクトだけを抽出します。ほ
かの機能オブジェクトは抽出されません。

アーカイブライブラリを使用して機能オブジェクトを配備する必要がある場合、単一の機能ファ
ミリ再配置オブジェクトを作成する必要があります。すべての機能オブジェクト、および機能の
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先頭のシンボルを含んだすべての汎用オブジェクトを 1 つの再配置可能オブジェクトに組み
合わせます。機能ファミリコレクション全体を含むこの単一オブジェクトを、アーカイブに追加し
ます。

$ ld -r -o all.foo.o foo.o foo.1.o foo.2.o ....

$ ar -cr libfoo.o all.foo.o

機能ファミリの実行

通常、オブジェクトは特定のアーキテクチャーのすべてのシステム上で実行できるように設計さ
れ、構築されています。しかし、各システムが特別の機能を持っていると、多くの場合、最適化
の対象となります。最適化されたコードは、前のセクションで説明したメカニズムを使用して、そ
のコードを実行するために必要とする機能で特定できます。

最適化されたインスタンスを実行したり、テストしたりするには、必要な機能を備えたシステムを
使用する必要があります。システムごとに、実行時リンカーは使用可能な機能を判断してから、
機能にもっとも対応できるインスタンスを選択します。テストと実験を支援するため、実行時リン
カーに対してシステムに備わった機能ではなく機能の代替セットを使用するように指示できま
す。また、これらの代替機能に対して特定のファイルだけが検証されるようにも指定できます。

機能の代替セットはシステム機能から派生したもので、再度初期化したり、機能を追加または
削除したりできます。

環境変数のファミリを使用すると、機能の代替セットを作成したり、その使用対象を設定したり
できます。

LD_PLATCAP={name}

代替プラットフォームの名前を識別します。

LD_MACHCAP={name}

代替マシンハードウェアの名前を識別します。

LD_HWCAP=[+-]{token | [index]number},....

代替ハードウェア機能の値を識別します。

LD_SFCAP=[+-]{token | [index]number},....

代替ソフトウェア機能の値を識別します。

LD_CAP_FILES=file,....

代替機能に対して検証すべきファイルを指定します。
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機能環境変数 LD_PLATCAP および LD_MACHCAP は、プラットフォーム名とマシンのハードウェア
名をそれぞれ定義する文字列を受け入れます。63 ページの「プラットフォーム機能の特
定」および64 ページの「マシン機能の指定」を参照してください。

機能環境変数 LD_HWCAP および LD_SFCAP は、機能のシンボル表現としてコンマ区切
りのトークンリストを受け入れます。65 ページの「ハードウェア機能の特定」および
67 ページの「ソフトウェア機能の特定」を参照してください。トークンには数値も指定で
きます。CA_SUNW_HW_1 や CA_SUNW_HW_2 など、異なるマスクに対する数値を設定するには、
角括弧で囲まれたインデックスを数値の前に指定します。たとえば、LD_HWCAP=[2]0x80 は
CA_SUNW_HW_2 を値 0x80 に設定します。インデックスを指定しなかった場合は、1 とみなされま
す。無効なインデックスは無視されます。

「+」接頭辞を付けると、次に続く機能が代替機能に追加されます。「-」接頭辞を付けると、次に
続く機能が代替機能から削除されます。「+-」がないと、次に続く機能が代替機能と置き換わり
ます。

機能を削除すると、エミュレートされる機能環境がより制限されます。一般的に、機能インスタン
スのファミリが存在する場合、汎用的で機能に固有でないインスタンスも提供されます。このた
め、より制限された機能環境を使用すると、機能が少ない、または汎用のコードのインスタンス
を使用するように強制できます。

機能を追加すると、エミュレートされる機能環境がより向上します。この環境は慎重に構築
する必要がありますが、機能ファミリのフレームワークを実行するために使用できます。たとえ
ば、mapfile を使用すると、期待される機能を定義する関数ファミリを作成できます。これらの関
数はprintf(3C)を使用すると、その実行を確認できます。関連オブジェクトの作成を検証し
たり、さまざまな機能を組み合わせて実行したりできるようになります。関数の実際の機能要件
をコーディングする前に、このように機能ファミリをプロトタイピングすると有益です。しかし、ファ
ミリインスタンス内のコードが適切に動作するために特定機能を必要とし、この機能がシステム
に備わっていないが代替機能として設定されている場合、このコードインスタンスは正しく動作
しません。

LD_CAP_FILES も使用しないで一連の代替機能を作成すると、プロセスのすべての機能固有オ
ブジェクトが代替機能に対して検証されます。この方法も注意深く実行してください。多くのシ
ステムオブジェクトは、正常に動作するために、システム機能を必要とするためです。機能を変
更すると、システムオブジェクトが正常に動作しなくなる場合があります。

機能の実験を行うために最適な環境は、オブジェクトで使用するすべての機能を備えたシステ
ムを使用することです。LD_CAP_FILES も使用して、実験するオブジェクトを分離してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Aprintf-3c
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次に、「-」構文を使用して機能を無効にすると、ユーザーのさまざまな機能ファミリのインスタン
スを実行できます。各インスタンスは、システムの本物の機能で完全にサポートされます。

たとえば、x86 の 2 つの機能オブジェクト libfoo.so および libbar.so があるとします。これ
らのオブジェクトには、SSE2 命令を使用するように最適化された機能関数、MMX 命令を使用す
るように最適化された関数、および機能を要求しない汎用の関数が含まれています。ベースと
なるシステムには SSE2 と MMX が両方ともに備わっています。デフォルトでは、完全に最適化さ
れた SSE2 関数が使用されます。

LD_HWCAP 定義を使用することによって、SSE2 機能を削除して、MMX 命令用に最適化された関
数を使用するように、libfoo.so および libbar.so を制限できます。LD_CAP_FILES を定義する
もっとも柔軟な方法は、必要なファイルのベース名を使用することです。

$ LD_HWCAP=-sse2 LD_CAP_FILES=libfoo.so,libbar.so  ./main

SSE2 および MMX の機能を削除して、汎用の関数だけを使用するように libfoo.so および
libbar.so をさらに制限できます。

$ LD_HWCAP=-sse2,mmx LD_CAP_FILES=libfoo.so,libbar.so  ./main

注記 - アプリケーションで使用できる機能および設定されたすべての代替機能は、実行時リン
カーの診断機能を使用すると確認できます。

$ LD_DEBUG=basic LD_HWCAP=-sse2,mmx,cx8  ./main

....

02328: hardware capabilities (CA_SUNW_HW_1) - 0x5c6f  \

    [ SSE3 SSE2 SSE FXSR MMX CMOV SEP CX8 TSC FPU ]

02328: alternative hardware capabilities (CA_SUNW_HW_1) - 0x4c2b  \

    [ SSE3 SSE FXSR CMOV SEP TSC FPU ]

....

再配置処理

出力ファイルを作成すると、入力ファイルからのすべてのデータセクションは新しいイメージにコ
ピーされます。入力ファイル内に指定された再配置は、出力イメージに適用されます。生成する
必要がある追加の再配置情報も、新しいイメージに書き込まれます。

再配置処理には、通常、大きな問題はありませんが、特定のエラーメッセージを伴うエ
ラー状態が発生することがあります。ここでは、2 つの状態について説明します。1 つは、
位置に依存するコードによって発生するテキスト再配置です。この状態の詳細について
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は、196 ページの「位置独立のコード」を参照してください。もう 1 つは、ディスプレイスメント
再配置に関連して発生します。ディスプレイスメント再配置については、次のセクションで詳しく
説明します。

ディスプレイスメント再配置
データ項目 (コピー再配置で使用可能) にディスプレイスメント再配置が適用されていると、エ
ラー状態が発生することがあります。コピー再配置の詳細については、208 ページの「コピー
再配置」を参照してください。

ディスプレイスメント再配置は、再配置されるオフセットと再配置ターゲットが両方とも同じ位置
だけ離れているかぎり有効です。コピー再配置では、共有オブジェクト内の大域データ項目が
実行可能ファイルの .bss にコピーされます。このコピーは、実行可能ファイルの参照専用テキ
ストセグメントを保持します。コピーされるデータにディスプレイスメント再配置が適用されてい
たり、外部再配置がコピーされるデータへのディスプレイスメントであったりすると、ディスプレイ
スメント再配置は無効になります。

ディスプレイスメント再配置の問題を検知するために、次の 2 つの領域で検証が試みられま
す。

■ 最初は、共有オブジェクトの生成時に行われます。コピー再配置可能なデータ項目がディス
プレイスメント再配置を伴うと問題が発生する可能性がある場合は、それらに対しフラグが
立てられます。リンカーが共有オブジェクトを構築する際には、データ項目に対しどのような
外部参照がされるかは不明です。したがって、フラグが立てられたデータ項目は、エラーを引
き起こす可能性があります。

■ 次の検証は、実行可能ファイルの生成時に行われます。コピー再配置のデータがディスプレ
イスメント再配置を伴う場合は、コピー再配置の作成に対しフラグが立てられます。

しかし、リンク編集で共有オブジェクトを作成するときに、共有オブジェクトに適用された
ディスプレイスメント再配置が完了することがあります。これらのディスプレイスメント再配
置には、フラグが立てられていない可能性があります。フラグの立てられていない共有オ
ブジェクトを参照する実行可能ファイルのリンク編集では、コピー再配置のデータで有効に
なっているディスプレイスメントは不明となります。

このような問題の診断を助けるため、リンカーは、動的オブジェクトに対してディスプレイスメン
ト再配置が使用されていると、1 つ以上の動的 DT_FLAGS_1 フラグを立てます (表13-10「ELF
動的フラグ DT_FLAGS_1」 を参照)。さらに、その可能性のある再配置をリンカーの -z verbose
オプションを使って表示することもできます。
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たとえば、ディスプレイスメント再配置が適用される大域データ項目 bar[] を持つ共有オブ
ジェクトを作成するとします。この項目は、動的実行可能ファイルから参照されると、コピー再配
置される可能性があります。リンカーは、この状態に対する警告を出します。

$ cc -G -o libfoo.so.1 -z verbose -K pic foo.o

ld: warning: relocation warning: R_SPARC_DISP32: file foo.o: symbol foo: \

    displacement relocation to be applied to the symbol bar: at 0x194: \

    displacement relocation will be visible in output image

データ項目 bar[] を参照するアプリケーションを作成すると、コピー再配置が作成されます。こ
のコピーは、無効なディスプレイスメント再配置の原因となります。リンカーはこの状況を明示的
に検出できるため、-z verbose オプションが使用されていなくても、次のエラーメッセージが生
成されます。

$ cc -o prog prog.o -L. -lfoo

ld: warning: relocation error: R_SPARC_DISP32: file foo.so: symbol foo: \

    displacement relocation applied to the symbol bar at: 0x194: \

    the symbol bar is a copy relocated symbol

注記 - ldd(1)で -d、-r のいずれかのオプションを指定すると、ディスプレイスメント動的フラグ
によって同じような再配置警告が生成されます。

このようなエラー状態は、再配置するシンボル定義 (オフセット) と再配置のシンボルターゲッ
トを両方ともローカルに置くことによって避けることができます。静的な定義を使用するか、リン
カーの範囲指定を使用してください。53 ページの「シンボル範囲の縮小」を参照してくださ
い。この種の再配置の問題は、機能インタフェースを使用して共有オブジェクト内のデータにア
クセスすれば、回避することができます。

スタブオブジェクト
スタブオブジェクトは共有オブジェクトで、mapfiles からすべて作成されます。また、コードや
データを持ちませんが、本物のオブジェクト同じリンクインタフェースを提供します。スタブオブ
ジェクトは、実行時には使用できません。しかし、スタブオブジェクトに対してアプリケーションを
作成できます。スタブオブジェクトによって、実行時に使用される実際のオブジェクト名が提供
されます。

スタブオブジェクトの作成時には、リンカーはコマンド行で指定されているオブジェクトとライブ
ラリファイルをすべて無視するため、スタブを作成するためにこれらのファイルが存在している
必要はありません。コンパイル手順が省略でき、リンカーの作業が比較的少ないため、スタブオ
ブジェクトはすぐに作成できます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
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スタブオブジェクトは、構築時のさまざまな問題点の解決に利用できます。

■ 速度

最新のマシンで、処理を並列化できるバージョンの make ユーティリティーを使用すると、多
数のオブジェクトを同時にコンパイルしてリンクできるため、大幅なスピードアップが図れま
す。しかし、あるオブジェクトがほかのオブジェクトに依存したり、ほかのほぼすべてのオブ
ジェクトが依存する中核となるオブジェクトセットが存在したりするのが一般的です。すべ
てのオブジェクトが別のオブジェクトで使用される前に作成されるように、構築の順番を
付ける必要があります。この順序付けによってボトルネックが生じ、並列処理できる分量が
減ったり、コードを作成できる全体の速度が制限されたりします。

■ 複雑さと正確さ

大規模なコードの場合、さまざまなオブジェクト間に大量の依存関係が存在するときがあり
ます。これらのオブジェクトに関する makefiles などの構築の記述が非常に複雑になり、把
握と維持が困難になる場合があります。システムの変化に伴って、依存関係が変わる場合
があります。これにより、ある makefiles のセットが徐々に不正確になり、競合状態が発生し
たり、不可解でまれに起こる構築障害に繋がったりします。

■ 依存関係のサイクル

協力し合う共有オブジェクトを作成し、各オブジェクトがリソースを提供して互いに利用し
合うようにコードを設計することが望ましい場合もあります。ただし、あるオブジェクトが、そ
のオブジェクトを使用するオブジェクトの前に作成されなければならない環境では、このよ
うなサイクルはサポートできません。実行時リンカーがこのようなオブジェクト (作成できると
しても) の読み込みと使用に完全に対応していますが、サポートできません。

スタブの共有オブジェクトは、上記の問題点を回避する別のコード作成方法を提供します。ビ
ルドによって作成されるすべての共有オブジェクトに対して、スタブオブジェクトをすぐに作成
できます。その後、実際の共有オブジェクトと実行可能ファイルはすべて、リンク時に実際のオ
ブジェクトの代わりを務めるスタブオブジェクトを使用して、平行してどのような順序でも作成
できます。実行可能ファイルと実際の共有オブジェクトは保持され、スタブの共有オブジェクト
は破棄されます。

スタブオブジェクトは 1 つまたは複数の mapfile から作成され、次の要件を集合的に満たす
必要があります。

■ 少なくとも、1 つの mapfile で STUB_OBJECT 指令を指定する必要がありま
す。239 ページの「STUB_OBJECT 指令」を参照してください。

■ オブジェクトへの外部インタフェースを構成する関数とデータのすべてのシンボル
は、mapfile 内に明示的に列挙される必要があります。
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■ mapfile はシンボル範囲の縮小 ('*') を使用して、明示的に列挙されて
いないすべてのシンボルを外部インタフェースから削除する必要がありま
す。239 ページの「SYMBOL_SCOPE/SYMBOL_VERSION 指令」を参照してくださ
い。

■ オブジェクトからエクスポートされるすべての大域データには、シンボルのタイプとサイズ
を指定するために、mapfile に ASSERT シンボル属性が必要です。同じデータを参照する
シンボルが複数ある場合、いずれかのシンボルの ASSERT で TYPE と SIZE の属性を指定
し、その他では ALIAS 属性を使用して、このプライマリシンボルを参照する必要がありま
す。242 ページの「ASSERT 属性」を参照してください。

このような mapfile を使用すると、共有オブジェクトのスタブと実オブジェクトそれぞれの作成
時に同じコマンド行を使用できます。-z stub オプションは、スタブオブジェクトのリンク編集に
追加され、実オブジェクトのリンク編集から削除されます。

これらの考えを示すため、次のコードで名前が idx5 の共有オブジェクトを実装します。このオ
ブジェクトは 5 つの要素を持つ整数の配列からデータをエクスポートします。各要素は初期化
され、ゼロから始まる配列インデックスを格納します。このデータは、大域配列として、また結合
が弱い代替の別名データシンボルとして、関数インタフェースを介して公開されます。

$ cat idx5.c

int _idx5[5] = { 0, 1, 2, 3, 4 };

#pragma weak idx5 = _idx5

int

idx5_func(int index)

{

        if ((index < 0) || (index > 4))

                return (-1);

        return (_idx5[index]);

}

mapfile では、この共有オブジェクトで提供されるインタフェースを記述する必要があります。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

STUB_OBJECT;

SYMBOL_SCOPE {

        _idx5 {

                ASSERT { TYPE=data; SIZE=4[5] };

        };

        idx5 {

                ASSERT { BINDING=weak; ALIAS=_idx5 };

        };

        idx5_func;

    local:

        *;

};
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次のメインプログラムは、idx5 共有オブジェクトから利用可能なすべてのインデックス値を出
力するために使用されます。

$ cat main.c

#include <stdio.h>

extern int _idx5[5], idx5[5], idx5_func(int);

int

main(int argc, char **argv)

{

        int i;

        for (i = 0; i < 5; i++)

                (void) printf("[%d] %d %d %d\n",

                    i, _idx5[i], idx5[i], idx5_func(i));

        return (0);

}

次のコマンドでは、この共有オブジェクトのスタブ版を、stublib という名前のサブディレクトリ
に作成します。elfdump コマンドは、作成されるオブジェクトがスタブであることを検証するため
に使用されます。スタブの作成に使用されるコマンドは、-z stub オプションを追加する点、およ
び異なる出力ファイル名を使用する点だけが、実オブジェクトのコマンドと異なります。これは、
スタブ作成が既存コードに容易に追加できることを示します。

$ cc -Kpic -G -M mapfile -h libidx5.so.1 idx5.c -o stublib/libidx5.so.1 -zstub

$ ln -s libidx5.so.1 stublib/libidx5.so

$ elfdump -d stublib/libidx5.so | grep STUB

    [11]  FLAGS_1           0x4000000           [ STUB ]

これで、実際の共有オブジェクトの代わりになるスタブオブジェクトを使用して、メインプログラ
ムを構築できるようになりました。スタブオブジェクトは、実行時に実オブジェクトを検索する「実
行パス」を設定します。しかし、実オブジェクトはまだ作成されていないため、このプログラムはま
だ動作しません。システムがスタブオブジェクトを読み込もうとする試みは拒否されます。実行
時リンカーは、実オブジェクトにある実際のコードとデータがスタブオブジェクトにないために、実
行できないことをわかっているためです。

$ cc main.c -L stublib -R '$ORIGIN/lib' -lidx5 -lc

$ ./a.out

ld.so.1: a.out: fatal: libidx5.so.1: open failed: No such file or directory

Killed

$ LD_PRELOAD=stublib/libidx5.so.1  ./a.out

ld.so.1: a.out: fatal: stublib/libidx5.so.1: stub shared object \

    cannot be used at runtime

Killed

実オブジェクトの作成には、スタブオブジェクトを作成するために使用したコマンドと同じもの
を使用します。-z stub オプションは省かれ、実際の出力ファイルのパスが指定されます。
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$ cc -Kpic -G -M mapfile -h libidx5.so.1 idx5.c -o lib/libidx5.so.1

実オブジェクトが lib サブディレクトリに作成されたあとは、このプログラムを実行できます。

$ ./a.out

[0] 0 0 0

[1] 1 1 1

[2] 2 2 2

[3] 3 3 3

[4] 4 4 4

スタブオブジェクトを使用した、廃止インタフェースの非表
示
ライブラリは変化し、元の機能が望ましくなくなることがあります。新しい機能が追加され、古い
機能が廃止されたとみなされることはよくあります。下位互換性が重要な場合は、既存のオブ
ジェクトのためにこのような古い機能をライブラリに保持しておく必要があります。ただし、これ
らの機能を新たに使用することのないように設定できます。このポリシーを実施するには、スタ
ブオブジェクトを使用します。mapfile STUB_ELIMINATE フラグを使用して、実オブジェクトに残
しながらスタブオブジェクトから削除する必要のあるオブジェクトの機能やデータにマークを付
けます。これによって、スタブオブジェクトにリンクする新しいコードは、これらの廃止された項目
を使用できなくなり、推奨のインタフェースを使用するように書き換えられます。実オブジェクト
にはまだこれらの項目が含まれているので、既存のオブジェクトはこれらを使用できます。

前のセクションの libidx5 の例には、このことが示されています。このライブラリは、オブジェ
クトから大域データをエクスポートする方法を示しています。ただし、大域データのエクスポート
は動的リンクを複雑にするので、行わないことをお勧めします。通常は、libidx5 によって提供
される idx5_func() 関数など、このようなデータにアクセスする関数を用意したほうが適切な
設計になります。この例の続きでは、既存のプログラムのために実オブジェクト内で古いインタ
フェースを提供しながら、スタブにリンクする新しいコードで大域データを使用できないようにす
るために、STUB_ELIMINATE を使用できます。

mapfile は、STUB_ELIMINATE を 2 つの大域データシンボルに適用するように書き換えられま
す。STUB_ELIMINATE を大域データに適用した場合、データサイズを指定する ASSERT 指令を用
意する必要がなくなるという利点があります。この例では、ASSERT がコメントアウトされていま
す。実際の mapfile では、完全に省略されていることもあります。

$ cat better_mapfile

$mapfile_version 2

STUB_OBJECT;

SYMBOL_SCOPE {
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        _idx5 {

                FLAGS=STUB_ELIMINATE;

                #ASSERT { TYPE=data; SIZE=4[5] };

        };

        idx5 {

                FLAGS=STUB_ELIMINATE;

                #ASSERT { BINDING=weak; ALIAS=_idx5 };

        };

        idx5_func;

    local:

        *;

};

新しいバージョンのテストプログラムだけが機能インタフェースを使用します。

$ cat better_main.c

#include    <stdio.h>

extern int idx5_func(int);

int

main(int argc, char **argv)

{

        int i;

        for (i = 0; i < 5; i++)

                (void) printf("[%d] %d\n", i, idx5_func(i));

        return (0);

}

古いテストプログラムは保存され、スタブオブジェクトは新しい mapfile を使用して再構築さ
れ、テストプログラムは再構築され、STUB_ELIMINATE を採用した新しいスタブオブジェクトに対
してリンクします。

$ cp a.out original_a.out

$ cc -Kpic -G -M better_mapfile -h libidx5.so.1 idx5.c -o stublib/libidx5.so.1 -zstub

$ cc better_main.c -o better_a.out -L stublib -R '$ORIGIN/lib' -lidx5 -lc

$ ./better_a.out

[0] 0

[1] 1

[2] 2

[3] 3

[4] 4

スタブライブラリには必要な大域データシンボルが欠如しているので、元のテストプログラムは
もはや構築できません。ただし、まだ実際のライブラリ大域がデータシンボルを提供するので、
それらを使用していた事前に存在するバイナリは機能し続けます。

$ cc main.c -L stublib -R '$ORIGIN/lib' -lidx5 -lc

Undefined                       first referenced

 symbol                             in file

idx5                                main.o

_idx5                               main.o
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ld: fatal: symbol referencing errors

$ ./original_a.out

[0] 0 0 0

[1] 1 1 1

[2] 2 2 2

[3] 3 3 3

[4] 4 4 4

補助オブジェクト
デフォルトで、オブジェクトには、割り当て可能および割り当て不可の両方のセクションが含まれ
ます。割り当て可能なセクションは、実行可能コードとそのコードが実行時に必要とするデータが
含まれているセクションです。割り当て不可のセクションには、実行時にオブジェクトを実行す
るために必要でない補足的な情報が含まれています。これらのセクションは、デバッガおよびそ
の他の可観測性ツールの動作をサポートします。オブジェクト内の割り当て不可のセクションは、
実行時にオペレーティングシステムによってメモリーに読み込まれないため、どのようなサイズで
あっても、メモリーの使用やその他の実行時パフォーマンスの側面に影響を与えません。

利便性のため、割り当て可能なセクションと割り当て不可のセクションは、通常どちらも同じ
ファイルに保持されます。しかし、これらのセクションを分離した方が有用な場合があります。

■ オブジェクトのサイズを減らして、広域ネットワーク経由でコピーする際の速度を向上させる
ため。

■ 高度に最適化されたコードの詳細なデバッグをサポートするには、大量のデバッグデータを
必要とするため。最近のシステムでは、記述されるコードよりもデバッグデータの方が簡単に
大きくなります。32 ビットオブジェクトのサイズは、4G バイトまでに制限されています。非
常に大きな 32 ビットオブジェクトでは、デバッグデータのためにこの制限を超え、オブジェ
クトを作成できなくなる可能性があります。

■ 内部実装の詳細の露出を抑えるため。

従来は、これらの問題に対処するため、割り当て不可のセクションがオブジェクトから除去
されていました。除去は有効ですが、あとで必要になる可能性があるデータも破棄されま
す。Solaris リンカーでは、代わりに割り当て不可のセクションを補助オブジェクトに書き込むこと
ができます。この機能は、-z ancillary オプションを使用すると有効になります。

$ cc .... -z ancillary[=outfile] ....

補助ファイルには、デフォルトでプライマリ出力オブジェクトと同じ名前と .anc ファイル拡張子
が付けられます。ただし、-z ancillary オプションに outfile の値を指定することで、別の名前
を付けることができます。
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-z ancillary が指定されると、リンカーは次の処理を実行します。

■ すべての割り当て可能なセクションがプライマリオブジェクトに書き込まれます。さら
に、SHF_SUNW_PRIMARY セクションヘッダーフラグが設定された1 つ以上の入力セクションを
含むすべての割り当て不可のセクションも、プライマリオブジェクトに書き込まれます。

■ 残りのすべての割り当て不可のセクションは、補助オブジェクトに書き込まれます。
■ 次の割り当て不可のセクションは、プライマリオブジェクトと補助オブジェクトの両方に書き

込まれます。

.shstrtab セクション名文字列テーブル。

.symtab 完全な非動的シンボルテーブル。

.symtab_shndx .symtab に関連付けられたシンボルテーブルの拡張インデックスセク
ション。

.strtab .symtab に関連付けられた非動的文字列テーブル。

.SUNW_ancillary プライマリオブジェクトと補助オブジェクトの識別や検査しているオ
ブジェクトの識別に必要な情報が格納されます。

■ プライマリオブジェクトとすべての補助オブジェクトには、同じセクションヘッダーの配列が
含まれています。各セクションは、すべてのファイルで同じセクションインデックスを持ってい
ます。

■ プライマリオブジェクトと補助オブジェクトはいずれも同じセクションヘッダーを定義しま
すが、ほとんどのセクションのデータは前述のように 1 つのファイルに書き込まれます。セ
クションのデータが特定のファイルに存在しない場合は、SHF_SUNW_ABSENT セクションヘッ
ダーフラグが設定され、sh_size フィールドが 0 になります。

この構成により、プライマリオブジェクトと補助オブジェクトのどちらからでも、セクションヘッ
ダーの完全なリスト、完全なシンボルテーブル、およびプライマリオブジェクトと補助オブジェク
トの完全なリストを取得できるようになっています。

次の例は、補助オブジェクトのベースとなる実装を示しています。補助オブジェクトは、ほかの
点では標準的なコンパイルに -z ancillary コマンド行オプションを追加することで作成されま
す。file ユーティリティーは、結果として a.out という名前の実行可能ファイルと、a.out.anc と
いう名前の関連する補助オブジェクトが生成されたことを示しています。

$ cat hello.c

#include    <stdio.h>
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int

main(int argc, char **argv)

{

        (void) printf("hello, world\n");

        return (0);

}

$ cc -g -zancillary hello.c

$ file a.out a.out.anc

a.out: ELF 32-bit LSB executable 80386 Version 1 [FPU], dynamically \

    linked, not stripped, ancillary object a.out.anc

a.out.anc: ELF 32-bit LSB ancillary 80386 Version 1, primary object a.out

$ ./a.out

hello world

生成されたプライマリオブジェクトは、通常の方法で実行できる普通の実行可能ファイルで
す。補助オブジェクトを使用せずに作成し、その後 strip または mcs コマンドを使用して割り当
て不可の内容を取り除いた実行可能ファイルと比べて、実行時の違いはありません。

前述のように、プライマリオブジェクトと補助オブジェクトには同じセクションヘッダーが含まれ
ています。このしくみを理解するには、elfdump ユーティリティーを使用してこれらのセクション
ヘッダーを表示して比較すると有益です。次の表に、前のリンク編集の例からヘッダーを選択す
るためのセクションヘッダーの情報を示します。

イン
デック
ス

セクション名 タイプ プライマリフラグ 補助フラグ プライマリサ
イズ

補助サイズ

13 .text PROGBITS ALLOC EXECINSTR ALLOC EXECINSTR
SUNW_ABSENT

0x131 0

20 .data PROGBITS WRITE ALLOC WRITE ALLOC
SUNW_ABSENT

0x4c 0

21 .symtab SYMTAB 0 0 0x450 0x450

22 .strtab STRTAB STRINGS STRINGS 0x1ad 0x1ad

24 .debug_info PROGBITS SUNW_ABSENT 0 0 0x1a7

28 .shstrtab STRTAB STRINGS STRINGS 0x118 0x118

29 .SUNW_

ancillary

SUNW_ancillary 0 0 0x30 0x30

ほとんどのセクションのデータは、2 つのファイルのどちらかに存在し、もう一方のファイルには
存在しません。SHF_SUNW_ABSENT セクションヘッダーフラグは、データが存在しないときに設定さ
れます。実行時に必要な割り当て可能なセクションのデータは、プライマリオブジェクトに含まれ
ています。デバッグに使用され、実行時には必要でない割り当て不可のセクションのデータは、
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補助ファイルに配置されます。割り当て不可のセクションの小さなセットが、両方のファイルに
すべて存在します。これらは、プライマリオブジェクトと補助オブジェクトを関連付けるために使
用される .SUNW_ancillary セクション、セクション名文字列テーブル .shstrtab、シンボルテー
ブル .symtab、およびその関連文字列テーブル .strtab です。

プライマリオブジェクトからシンボルテーブルを取り除くことができます。シンボルテーブルがな
いオブジェクトを検出したデバッガは、.SUNW_ancillary セクションを使用して補助オブジェク
トを特定し、内部に含まれるシンボルにアクセスできます。

プライマリオブジェクトと関連するすべての補助オブジェクトには、すべてのオブジェクトを識
別して関連付けることができる .SUNW_ancillary セクションが含まれています。

$ elfdump -T SUNW_ancillary a.out a.out.anc

a.out:

Ancillary Section:  .SUNW_ancillary

   index  tag                    value

     [0]  ANC_SUNW_CHECKSUM     0x8724

     [1]  ANC_SUNW_MEMBER       0x1         a.out

     [2]  ANC_SUNW_CHECKSUM     0x8724

     [3]  ANC_SUNW_MEMBER       0x1a3       a.out.anc

     [4]  ANC_SUNW_CHECKSUM     0xfbe2

     [5]  ANC_SUNW_NULL         0

a.out.anc:

Ancillary Section:  .SUNW_ancillary

   index  tag                    value

     [0]  ANC_SUNW_CHECKSUM     0xfbe2

     [1]  ANC_SUNW_MEMBER       0x1         a.out

     [2]  ANC_SUNW_CHECKSUM     0x8724

     [3]  ANC_SUNW_MEMBER       0x1a3       a.out.anc

     [4]  ANC_SUNW_CHECKSUM     0xfbe2

     [5]  ANC_SUNW_NULL         0          

両方のオブジェクトの補助セクションは、同じ数の要素を含み、最初の要素を除いて同一で
す。プライマリオブジェクトから先に、ファイル名を指定する MEMBER 要素と、それに続いてオ
ブジェクトを識別する CHECKSUM によって、各オブジェクトが導入されます。この例では、プラ
イマリオブジェクトは a.out であり、そのチェックサムは 0x8724 です。補助オブジェクトは
a.out.anc であり、そのチェックサムは 0xfbe2 です。.SUNW_ancillary セクションの (プライマ
リオブジェクトの MEMBER 要素の前にある) 最初の要素は、常に検査しているファイルのチェッ
クサムを含む CHECKSUM 要素です。

■ オブジェクトに .SUNW_ancillary セクションが存在することは、オブジェクトに関連する補
助オブジェクトがあることを示しています。

■ プライマリオブジェクトと関連するすべての補助オブジェクトの名前は、いずれかのファイ
ルの補助セクションから取得できます。
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■ 最初のチェックサムの値を後続する各メンバーのチェックサムと比較することにより、大規
模なファイルのセットからどのファイルを検査しているかを特定できます。

注記 - リンカーは、補助オブジェクトを入力として読み取りません。再配置可能オブジェクトが
-z ancillary オプションを使用して作成され、作成されたオブジェクトがあとから、別のオブ
ジェクトを構築するために参照される場合、補助オブジェクトからのセクションが最終オブジェ
クトに伝達されます。

デバッガによる補助オブジェクトのアクセスと使用
デバッガおよびその他の可観測性ツールは、オブジェクトの完全なビューを作成するために、プラ
イマリオブジェクトファイルと補助オブジェクトファイルで見つかった情報をマージする必要が
あります。これは、1 つのファイルの情報を処理するのとまったく同じです。このマージは、同じセ
クションヘッダーを含むプライマリオブジェクトと補助オブジェクト、および単一のシンボルテー
ブルによって簡略化されます。

デバッガでこれらのファイルに含まれる情報をまとめるには、次の手順を使用します。

1. プライマリオブジェクトまたはいずれかの補助オブジェクトから先に、.SUNW_ancillary セ
クションを見つけます。このセクションが存在することで、そのオブジェクトが補助グループ
の一部として特定されます。このセクションには、ファイルの完全なリストを取得し、それら
のどれが現在検査しているファイルかを特定するために使用できる情報が含まれていま
す。

2. 検査しているオブジェクトのセクションヘッダー配列を最初のテンプレートとして使用して、
メモリー内にセクションヘッダー配列を作成します。

3. .SUNW_ancillary セクションで識別された各ファイルを順に開き、読み取ります。ファイルご
とに、SHF_SUNW_ABSENT フラグが設定されていない各セクションの情報をメモリー内のセク
ションヘッダー配列に埋め込みます。

この結果、すべてのセクションのデータへのポインタを含むセクションヘッダーの完全なメモリー
内コピーができます。この情報を取得したあと、デバッガは単一ファイルの場合と同じように処
理を続行し、実行中のプログラムにアクセスしてそれを制御できます。

注記 - 補助オブジェクトの ELF 定義では、1 つのプライマリオブジェクトと任意の数の補助オ
ブジェクトが提供されます。現時点では、Oracle Solaris リンカーはすべての割り当て不可の
セクションを含む単一の補助オブジェクトのみを生成します。これは将来変更される可能性が
あります。デバッガおよびその他の可観測性ツールは、補助オブジェクトが複数存在する一般的
なケースに対応できるように作成されるべきです。
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圧縮デバッグセクション
89 ページの「補助オブジェクト」で説明しているように、オブジェクトには、割り当て可能と割
り当て不可の両方のセクションが含まれます。割り当て可能なセクションは、実行可能コードとそ
のコードが実行時に必要とするデータが含まれているセクションです。割り当て不可のセクショ
ンには、実行時にオブジェクトを実行するために必要でない補足的な情報が含まれています。
これらのセクションは、デバッガおよびほかの可観測性ツールの操作をサポートし、一般にデバッ
グセクションと呼ばれます。

要求されたデバッグ情報のレベルに応じて、デバッグセクションは記述されたコードに比例して
非常に大きくなる可能性があります。これらのセクションを別のファイルに書き出す補助オブ
ジェクトが、これらの大きなセクションを処理できる 1 つのメカニズムになります。圧縮デバッグ
セクションが、デバッグセクションのサイズを縮小するためのもう 1 つの補完的なオプションに
なります。

デバッグセクションは、業界標準の ZLIB 圧縮ライブラリで圧縮されます。ZLIB のドキュメント
は、http://www.zlib.net/ にあります。

リンカーは、入力オブジェクト内の圧縮デバッグセクションを検出すると自動的にこれらのセク
ションを解凍します。この操作は、リンカーのユーザーに対して透過的で、特別なアクションは必
要ありません。

デフォルトでは、リンカーは、出力オブジェクトのデバッグセクションを圧縮しません。出力ファイ
ルのデバッグセクションの圧縮を有効にするには、-z compress-debug-sections オプションを
使用します。

$ cc .... -z compress-sections[=cmp-type] ....

cmp-type では次の値が認識されます。

none 圧縮は行われません。このオプションは、-z compress-sections オプ
ションを指定しない場合と同等です。

zlib Compress candidate sections using ZLIB 圧縮を使用して候補セ
クションを圧縮します。結果の出力セクションでは、圧縮を使用している
ことがわかるように、SHF_COMPRESSED セクションフラグが設定されます。

zlib-gnu GNU セクション圧縮形式を使用して、ZLIB 圧縮を使ってすべての候
補セクションを圧縮します。この形式の場合、候補セクションの名前は
.debug で始まっている必要があります。結果となる出力セクションの名
前は、圧縮を使用していることがわかるように、.zdebug で始まる名前に
変更されます。

http://www.zlib.net/


圧縮デバッグセクション

第 2 章 リンカー 95

cmp-type を省略した場合は zlib スタイルが使用されます。

圧縮形式のほうが元の非圧縮データよりも大きくなるセクションでは、圧縮は自動的にスキッ
プされます。

あるセクションが圧縮の候補となるためには、そのセクションは割り当て不可能であり、かつ次
のいずれかのクラスに属している必要があります。

annotate 注釈セクションには、メモリーアクセスツールおよびカバレージ関連
ツールによって使用される情報が示されます。これらのセクション
は、SHT_SUNW_ANNOTATE セクションタイプを指定することで識別します。

debug デバッグセクションは、.compcom、.line、.stab*、.debug*、または
.zdebug* のセクション名を付けることによって識別されます。また、これ
らのセクションは、SHT_PROGBITS または SHT_SUNW_DEBUG* セクションタ
イプを指定することでも識別されます。

zlib-gnu 圧縮タイプは、.debug で始まる名前を持つセクションに制限されます。zlib-gnu
を使用する場合、そうでなければ圧縮の候補となったであろうセクションは圧縮されませ
ん。ベースとなる ZLIB 圧縮は zlib スタイルと zlib-gnu スタイルとで同じなので、どちら
の形式でも特定の入力セクションの圧縮量は同じになります。2 つのスタイルの違いは、
候補セクションの選択、圧縮ヘッダーの形式、および圧縮セクションの識別方法、にありま
す。359 ページの「セクションの圧縮」を参照してください。zlib-gnu スタイルを使用する必
要性が特にないかぎり、より一般的なデフォルトの zlib スタイルをお勧めします。

次のプログラムは、圧縮されたデバッグセクションの使用方法について説明します。比較する
ために、プログラムは圧縮なしで 1 回、圧縮して 1 回の合計 2 回構築されます。

$ cat hello.c

#include    <stdio.h>

int

main(int argc, char **argv) 

{ 

        (void) printf("hello, world\n");

        return (0);

}

% cc -g hello.c -o a.out.uncompressed

% cc -g hello.c -o a.out.compressed -z compress-sections

これで、非圧縮デバッグセクションと圧縮デバッグセクションのセクションヘッダーを比較できま
す。

$ elfdump -c a.out.uncompressed

....

Section Header[24]:  sh_name: .debug_info
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    sh_addr:      0               sh_flags:   0

    sh_size:      0x17b           sh_type:    [ SHT_PROGBITS ]

    ....

Section Header[25]:  sh_name: .debug_line

    sh_addr:      0               sh_flags:   0

    sh_size:      0x4f            sh_type:    [ SHT_PROGBITS ]

    ....

Section Header[26]:  sh_name: .debug_abbrev

    sh_addr:      0               sh_flags:   0

    sh_size:      0x7c            sh_type:    [ SHT_PROGBITS ]

    ....

Section Header[27]:  sh_name: .debug_pubnames

    sh_addr:      0               sh_flags:   0

    sh_size:      0x1b            sh_type:    [ SHT_PROGBITS ]

    ....

$ elfdump -c a.out.compressed

....

Section Header[24]:  sh_name: .debug_info

    sh_addr:      0               sh_flags:   [ SHF_COMPRESSED ]

    sh_size:      0x14f           sh_type:    [ SHT_PROGBITS ]

    ....

    ch_size:      0x196           ch_type:    [ ELFCOMPRESS_ZLIB ]

    ch_addralign: 0x1       

Section Header[25]:  sh_name: .debug_line

    sh_addr:      0               sh_flags:   0

    sh_size:      0x4f            sh_type:    [ SHT_PROGBITS ]

    ....

Section Header[26]:  sh_name: .debug_abbrev

    sh_addr:      0               sh_flags:   [ SHF_COMPRESSED ]

    sh_size:      0x79            sh_type:    [ SHT_PROGBITS ]

    ....

    ch_size:      0x7c            ch_type:    [ ELFCOMPRESS_ZLIB ]

    ch_addralign: 0x1       

Section Header[27]:  sh_name: .debug_pubnames

    sh_addr:      0               sh_flags:   0

    sh_size:      0x1b            sh_type:    [ SHT_PROGBITS ]

    ....

それぞれの圧縮セクション (.debug_info および .debug_abbrev) は、SHF_COMPRESSED セク
ションフラグで識別されます。さらに、セクションヘッダー情報には、圧縮ヘッダー構造情報が伴
います。ch_size フィールドと ch_addralign フィールドには、非圧縮データのサイズおよび整列
要件が示されます。359 ページの「セクションの圧縮」を参照してください。

.debug_line セクションと .debug_pubnames セクションは、元の圧縮されていない形式よりも
大きくなるので、圧縮しないまま残されます。
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圧縮のコストと利点
圧縮デバッグセクションの主な利点は、オブジェクトのサイズを削減できることです。ただし、圧
縮により、開発のすべての段階で実行時およびメモリー使用におけるコストが増加します。

■ コンパイラは、非圧縮形式で各デバッグセクションを生成し、圧縮バージョン用に追加のメ
モリーを割り当て、圧縮を実行する必要があります。

■ 入力オブジェクトを読み取ると、リンカーは圧縮データをメモリーに読み込み、非圧縮データ
を保持するための追加のメモリーを割り当て、解凍を実行します。

■ 出力時には、リンカーは生成されるデバッグセクションの非圧縮バージョンを作成する必要
があります。圧縮が必要な場合、圧縮バージョンの作成に追加のメモリーと時間が費やされ
ます。

■ デバッガは、圧縮デバッグセクションを含むオブジェクトを読み取ると、解凍したデータを保
持するために追加のメモリーを割り当てて、解凍を実行する必要があります。

さらに、圧縮デバッグセクションは小さなファイルは対応できますが、大量の情報には対応でき
ません。一般的な例としては、含まれる 32 ビットファイルのオフセットおよびサイズを使用する
ために基本的に 4G バイトに制限されている、32 ビットオブジェクトがあります。デバッグデー
タを圧縮すると、より多くのデバッグ情報を生成できると想定される場合があります。ただし、32
ビットデバッグデータの形式には 32 ビットオフセットなども含まれ、非圧縮形式では 4G バイ
トに論理的に制約されます。

これらの理由から、一般的な開発では圧縮デバッグセクションはお勧めしません。このような開
発では通常、コンパイル/リンク/デバッグのサイクル速度がデバッグデータを縮小する利点より
も重要になるからです。圧縮デバッグセクションは、ディスク領域が十分でない場合や、広範に
コピーされめったにデバッグされない実稼働オブジェクトでは役立つことがあります。

親オブジェクト
拡張可能な機能を提供するプログラムは、多くの場合、実行時に dlopen() 関数を使用して読
み込まれた共有オブジェクトを利用します。これらの共有オブジェクトは、多くの場合プラグイ
ンと呼ばれ、コアシステムの機能を拡張するための柔軟な手段を提供します。プラグインをロード
するオブジェクトは、親と呼ばれます。

親オブジェクトは、プラグインを読み込み、プラグイン内の関数やデータにアクセスします。また、一
般に親オブジェクトはプラグインが使用する関数とデータを提供します。この例を、次の親およ
びプラグインのソースファイルで示します。ここで、親はプラグインのためにparent_callback() と
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いう名前の関数を提供しています。プラグインは、親が呼び出すための plugin_func() という名
前の関数を提供しています。

$ cat main.c

#include    <stdio.h>

#include    <dlfcn.h>

#include    <link.h>

void

parent_callback(void)

{

        (void) printf("plugin_func() has called parent_callback()\n");

}

int

main(int argc, char **argv)

{

        typedef void plugin_func_t(void);

        void            *hdl;

        plugin_func_t   *plugin_func;

        if (argc != 2) {

                (void) fprintf(stderr, "usage: main plugin\n");

                return (1);

        }

        if ((hdl = dlopen(argv[1], RTLD_LAZY)) == NULL) {

                (void) fprintf(stderr, "unable to load plugin: %s\n",

      dlerror());

                return (1);

        }

        plugin_func = (plugin_func_t *) dlsym(hdl, "plugin_func");

        if (plugin_func == NULL) {

                (void) fprintf(stderr, "unable to find plugin_func: %s\n",

                    dlerror());

                return (1);

        }

        (*plugin_func)();

        return (0);

}

$ cat plugin.c

#include    <stdio.h>

extern void parent_callback(void);

void

plugin_func(void)

{

        (void) printf("parent has called plugin_func() from plugin.so\n");
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        parent_callback();

}

$ cc -o main main.c -lc

$ cc -Kpic -G -o plugin.so plugin.c -lc

$ ./main ./plugin.so

parent has called plugin_func() from plugin.so

plugin_func() has called parent_callback()

共有オブジェクトを作成するときは、オブジェクトがそのすべての依存関係を確実に指定でき
るように、-z defs オプションの使用をお勧めします。ただし、-z defs を使用すると、親オブジェ
クトからは満たされないシンボルがあるため、プラグインオブジェクトをリンクできなくなります。

$ cc -zdefs -Kpic -G -o plugin.so plugin.c -lc

Undefined                       first referenced

 symbol                             in file

parent_callback                     plugin.o

ld: fatal: symbol referencing errors

parent_callback() シンボルが親オブジェクトによって提供されることをリンク編集に指定す
るには、mapfile を使用できます。

$ cat plugin.mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        global:

               parent_callback         { FLAGS = PARENT };

};

$ cc -zdefs -Mplugin.mapfile -Kpic -G -o plugin.so plugin.c -lc

プラグインを作成するときの解決方法としては、-z parent オプションを使用して、プラグインが親
のシンボルに直接アクセスできるようにすることをお勧めします。mapfile の代わりに -z parent
を使用すると、親オブジェクトの名前がプラグインの動的セクションに記録され、file ユーティリ
ティーで表示されるという利点も得られます。

$ cc -zdefs -zparent=main -Kpic -G -o plugin.so plugin.c -lc

$ elfdump -d plugin.so | grep PARENT

     [0]  SUNW_PARENT       0xcc                main

$ file plugin.so

plugin.so: ELF 32-bit LSB dynamic lib 80386 Version 1, parent main, \

    dynamically linked, not stripped

デバッグ支援

このリンカーは、リンク編集プロセスを詳細にトレースできるデバッグ機能を備えています。この
機能は、ユーザーのアプリケーションおよびライブラリのリンク編集を理解およびデバッグする場
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合に役立ちます。この機能によって表示される情報の種類は変更されない予定です。ただし、
この情報の正確な形式は、リリースごとに若干変更される場合があります。

ELF フォーマットを熟知していないと、デバッギング出力の中には見慣れないものがあるかもし
れません。しかし、多くのものが一般的な関心を惹くものでしょう。

デバッグは、-D オプションを使用して実行できます。このオプションは、1 つまたは複数のトーク
ンで増強し、必要なデバッギングのタイプを指示する必要があります。

-D で使用できるトークンは、コマンド行に -D help を入力すると表示できます。

$ ld -Dhelp

デフォルトでは、すべてのデバッグ出力が標準エラー出力ファイルである stderr に送られま
す。output トークンを使用すると、ファイルにデバッグを出力できます。たとえば、名前が ld-
debug.txt のファイルにヘルプテキストを取り込むことができます。

$ ld -Dhelp,output=ld-debug.txt

ほとんどのコンパイラドライバは -D オプションに別の意味を割り当てており、多くの場合、前処
理用マクロを定義します。LD_OPTIONS 環境変数を使用すると、コンパイラドライバをバイパスし
て、-D オプションを直接リンカーに指定できます。

次の例では、入力ファイルの監視方法を示しています。この構文は、リンクを編集するときにど
のライブラリが使用されているかを判別するときに利用できます。アーカイブから抽出されたオ
ブジェクトもこの構文で表示されます。

$ LD_OPTIONS=-Dfiles  cc -o prog main.o -L. -lfoo

....

debug: file=main.o  [ ET_REL ]

debug: file=./libfoo.a  [ archive ]

debug: file=./libfoo.a(foo.o)  [ ET_REL ]

debug: file=./libfoo.a  [ archive ] (again)

....

ここでは、prog のリンク編集を満たすために、メンバー foo.o がアーカイブライブラリ libfoo.a
から抽出されています。foo.o の抽出が、その他の再配置可能オブジェクトの抽出を認めてい
ないことを検証するために、このアーカイブが 2 回検索されていることに注意してください。診
断内に「(again)」が複数個含まれていることから、このアーカイブがlorder(1)やtsort(1)に
よる並べ替えの候補であることがわかります。

symbols トークンを使用することにより、どのシンボルによってアーカイブメンバーが抽出された
か、また、最初のシンボル参照を実行したオブジェクトを判別できます。

$ LD_OPTIONS=-Dsymbols  cc -o prog main.o -L. -lfoo

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1lorder-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1tsort-1
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....

debug: symbol table processing; input file=main.o  [ ET_REL ]

....

debug: symbol[7]=foo  (global); adding

debug:

debug: symbol table processing; input file=./libfoo.a  [ archive ]

debug: archive[0]=bar

debug: archive[1]=foo  (foo.o) resolves undefined or tentative symbol

debug:

debug: symbol table processing; input file=./libfoo(foo.o)  [ ET_REL ]

....

シンボル foo は、main.o によって参照されます。このシンボルは、リンカーの内部シンボルテー
ブルに追加されます。このシンボル参照によって、再配置可能オブジェクト foo.o が、アーカイ
ブ libfoo.a から抽出されます。

注記 - この出力は、このドキュメント用に簡素化したものです。

detail トークンを、symbols トークンとともに使用すると、入力ファイル処理中のシンボル解決を
監視できます。

$ LD_OPTIONS=-Dsymbols,detail  cc -o prog main.o -L. -lfoo

....

debug: symbol table processing; input file=main.o  [ ET_REL ]

....

debug: symbol[7]=foo  (global); adding

debug:   entered  0x000000 0x000000 NOTY GLOB  UNDEF REF_REL_NEED

debug:

debug: symbol table processing; input file=./libfoo.a  [ archive ]

debug: archive[0]=bar

debug: archive[1]=foo  (foo.o) resolves undefined or tentative symbol

debug:

debug: symbol table processing; input file=./libfoo.a(foo.o)  [ ET_REL ]

debug: symbol[1]=foo.c

....

debug: symbol[7]=bar  (global); adding

debug:   entered  0x000000 0x000004 OBJT GLOB  3     REF_REL_NEED

debug: symbol[8]=foo  (global); resolving [7][0]

debug:       old  0x000000 0x000000 NOTY GLOB  UNDEF main.o

debug:       new  0x000000 0x000024 FUNC GLOB  2     ./libfoo.a(foo.o)

debug:  resolved  0x000000 0x000024 FUNC GLOB  2     REF_REL_NEED

....

main.o からの、オリジナルの未定義シンボル foo が、アーカイブメンバー foo.o から抽出され
たシンボル定義でオーバーライドされます。このシンボルの詳細情報は、各シンボルの属性に
反映されます。

上記の例からわかるように、デバッギングトークンのいくつかを使用すると、豊富な出力が作成
されます。入力ファイルのサブセットに関するアクティビティーをモニターするには、リンク編集コ
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マンド行に直接 -D オプションを配置します。このオプションはオンとオフを切り替えることがで
きます。次の例では、シンボル処理の表示がオンになるのは、ライブラリlibbar の処理中だけ
です。

$ ld .... -o prog main.o -L. -Dsymbols -lbar -D!symbols ....

注記 - リンク編集コマンド行を入手するには、使用しているドライバからコンパイル行を拡張す
る必要があります。25 ページの「コンパイラドライバを使用する」を参照してください。
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 3 ♦  ♦  ♦        第    3    章 

実行時リンカー

動的実行可能プログラムを初期設定および実行するときは、アプリケーションとその依存関係の
結合を完了するためにインタプリタが呼び出されます。Oracle Solaris OS では、このインタプリ
タを実行時リンカーと呼びます。

動的実行可能プログラムのリンク編集中に、特殊な .interp セクションとそれに関連するプロ
グラムヘッダーが作成されます。このセクションには、プログラムのインタプリタを指定するパス
名が組み込まれています。リンカーによって提供されるデフォルトの名前は 実行時リンカーの名
前で、32 ビットの実行プログラムの場合は /usr/lib/ld.so.1、 64 ビットの実行プログラムの
場合は /usr/lib/64/ld.so.1 となります。

注記 - ld.so.1 は、共有オブジェクトの特殊なケースです。ここではバージョン番号 1 が使われ
ています。しかし、Oracle Solaris OS の今後のリリースによってバージョンアップされる可能性
があります。

動的オブジェクトの実行プロセス中に、カーネルはファイルを読み込んで、プログラムのヘッ
ダー情報を読み取ります。417 ページの「プログラムヘッダー」を参照してください。この情報
を使って、カーネルは必要なインタプリタの名前を検出します。カーネルは、このインタプリンタを
読み込んで制御を移し、インタプリタがアプリケーションの実行を続行するために十分な量の情
報を転送します。

アプリケーションの初期化に加え、実行時リンカーは、アプリケーションが自分のアドレス空間を
拡張できるようにするサービスも提供します。この処理には、追加のオブジェクトの読み込みと
これらのオブジェクトが提供するシンボルへの結合が含まれます。

実行時リンカーは次の処理を実行します。

■ 実行可能プログラムの動的情報セクション (.dynamic) を分析し、必要な依存関係を判定
します。

■ これらの依存関係内に配置および読み込みを行い、動的情報セクションを分析して、追加
の依存関係が必要かどうか判定する。

■ 必要な再配置を実行し、これらのオブジェクトをプロセスの実行に備えて結合する。
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■ 依存関係によって作成された初期設定関数を呼び出す。
■ アプリケーションに制御を渡す。
■ アプリケーションの実行中に、遅延された関数の結合を実行するよう要求される。
■ アプリケーションが実行時リンカーサービスに、dlopen(3C) によって追加のオブジェクトを

入手するよう要求し、dlsym(3C) を使用してこれらのオブジェクト内のシンボルに結合す
るよう要求します。

共有オブジェクトの依存関係
実行時リンカーがプログラムのメモリーセグメントを作成するとき、依存性は、プログラムのサー
ビスを提供するためにどの共有オブジェクトが必要であるかを示します。参照された共有オブ
ジェクトとそれが依存するものを繰り返し結合することによって、実行時リンカーは完全なプロ
セスイメージを生成します。

注記 - 共有オブジェクトが依存性リストにおいて複数回参照されるときでも、実行時リンカーは
この共有オブジェクトをプロセスに 1 回だけ結合します。

共有オブジェクトの依存関係の検索

動的実行可能プログラムのリンク中に、1 つまたは複数の共有オブジェクトが明示的に参照さ
れます。これらのオブジェクトは、依存関係として動的実行可能プログラム内に記録されます。

実行時リンカーはこの依存情報を使用して、関連オブジェクトを検索して読み込みます。これら
の依存関係は、実行プログラムのリンク編集中に参照された順番で処理されます。

動的実行可能プログラムの依存関係がすべて読み込まれると、各依存関係も読み込まれた順
番に検査され、追加の依存関係が配置されます。この処理は、すべての依存関係の配置と読
み込みが完了するまで続きます。この技術の結果、すべての依存関係が幅優先順になります。

実行時リンカーが検索するディレクトリ

実行時リンカーは、デフォルトでは 2 つの場所で依存関係を検索します。32 ビットオブジェク
トを処理する場合、デフォルトでは /lib と /usr/lib が検索されます。64 ビットオブジェクトを
処理する場合、デフォルトでは /lib/64 と /usr/lib/64 が検索されます。単純なファイル名で

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c


共有オブジェクトの依存関係

第 3 章 実行時リンカー 105

指定された依存関係の前には、このデフォルトのディレクトリ名が付きます。このパス名を使用
して、実際のファイルを見つけます。

動的実行可能プログラムまたは共有オブジェクトの依存関係は、ldd(1) を使用して表示でき
ます。たとえば、ファイル /usr/bin/cat には次のような依存関係があります。

$ ldd /usr/bin/cat

        libc.so.1 =>     /lib/libc.so.1

        libm.so.2 =>     /lib/libm.so.2

ファイル /usr/bin/cat には依存関係があり、ファイル libc.so.1 と libm.so.2 が必要です。

オブジェクトに記録されている依存関係は、elfdump(1) を使用して調べることができます。
このコマンドを使用すると、ファイルの .dynamic セクションを表示して、NEEDED タグがついて
いるエントリを探すことができます。次の例では、前の ldd(1) の例に示されていた依存関係
libm.so.2 は、ファイル /usr/bin/cat に記録されません。ldd(1) が、指定されたファイルの
依存関係の全体を示し、libm.so.2 は実際には /lib/libc.so.1 の依存関係となります。

$ elfdump -d /usr/bin/cat

Dynamic Section:  .dynamic:

   index  tag               value

     [0]  NEEDED            0x211               libc.so.1

     ...

上記の elfdump(1) の例では、依存関係は単純なファイル名として表示されています。つま
り、ファイル名に「/」が含まれていません。実行時リンカーが一連のデフォルト検索規則に従っ
てパス名を生成するためには、単純なファイル名を使用する必要があります。「/」が組み込まれ
たファイル名は、そのまま使用されます。

単純なファイル名の記録は、標準的でもっとも柔軟性の高い、依存関係を記録するメカニ
ズムです。リンカーに -h オプションを指定すると、依存関係内の単純な名前が記録されま
す。150 ページの「命名規約」および 151 ページの「共有オブジェクト名の記録」を参照
してください。

通常、依存関係は、/lib と /usr/lib または /lib/64 と /usr/lib/64 以外のディレクトリに配
布されます。動的実行可能プログラムまたは共有オブジェクトが、ほかのディレクトリに依存関
係を配置する必要がある場合、実行時リンカーは、明示的に、このディレクトリを検索するように
指示されます。

追加の検索パスは、オブジェクトごとに、オブジェクトのリンク編集中に実行パスを記録して指
定できます。この情報の記録方法の詳細については、35 ページの「実行時リンカーが検索する
ディレクトリ」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
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実行パスの記録は、elfdump(1) を使用して表示できます。RUNPATH タグの付いた .dynamic
エントリを例示します。次の例では、prog は libfoo.so.1 上に依存関係を持っています。実行
時リンカーは、デフォルトの場所を調べる前に、ディレクトリ/home/me/lib と/home/you/lib を
検索しなければなりません。

$ elfdump -d prog | egrep "NEEDED|RUNPATH"

     [1]  NEEDED        0x4ce            libfoo.so.1

     [3]  NEEDED        0x4f6            libc.so.1

    [21]  RUNPATH      0x210e            /home/me/lib:/home/you/lib

実行時リンカーの検索パスに追加するもう 1 つの方法は、環境変数 LD_LIBRARY_PATH 群の
1 つを設定することです。この環境変数は、プロセスの始動時に 1 度分析され、コロンで区切
られたディレクトリのリストに設定できます。実行時リンカーは、このリストに設定したディレクトリ
を、指定された「実行パス」またはデフォルトのディレクトリよりも前に検索します。

これらの環境変数は、アプリケーションを強制的にローカルな依存関係に結合するといったデ
バッグの目的に適しています。次の例では、上記の例のファイル prog は、現在のカレントディ
レクトリ内で検出された libfoo.so.1 に結合されます。

$ LD_LIBRARY_PATH=.  prog

環境変数 LD_LIBRARY_PATH の使用は、実行時リンカーの検索パスに影響を与える一時的な
メカニズムとしては有用ですが、製品版ソフトウェアの場合は大きな支障があります。この環
境変数を参照できる動的実行可能プログラムは、その検索パスを拡張させます。これにより、
全体のパフォーマンスが低下する場合があります。また、35 ページの「環境変数の使用」 と
35 ページの「実行時リンカーが検索するディレクトリ」 で説明しているとおり、LD_LIBRARY_PATH
はリンカーに影響を及ぼします。

環境変数で検索パスを指定した場合、64 ビットの実行プログラムが、目的の名前と一致す
る 32 ビットのライブラリが格納されているパスを検索することもありえます。あるいはその逆
もありえます。このような場合、実行時リンカーは一致しない 32 ビットのライブラリを拒否し、
検索を続行して目的の名前と一致する有効な 64 ビットのライブラリを探します。一致するも
のが見つからない場合には、エラーメッセージが表示されます。この拒否を詳細に監視するに
は、LD_DEBUG 環境変数を設定して、files のトークンを取り込みます。142 ページの「機能の
デバッグ」を参照してください。

$ LD_LIBRARY_PATH=/lib/64 LD_DEBUG=files /usr/bin/ls

....

00283: file=libc.so.1;  needed by /usr/bin/ls

00283:

00283: file=/lib/64/libc.so.1  rejected: ELF class mismatch: 32–bit/64–bit

00283:
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00283: file=/lib/libc.so.1  [ ELF ]; generating link map

00283:     dynamic:  0xef631180  base:  0xef580000  size:      0xb8000

00283:     entry:    0xef5a1240  phdr:  0xef580034  phnum:           3

00283:      lmid:           0x0

00283:

00283: file=/lib/libc.so.1;  analyzing  [ RTLD_GLOBAL  RTLD_LAZY ]

....

依存関係が見つからない場合、ldd(1) はオブジェクトを検出できないことを示します。アプリ
ケーションを実行しようとすると、実行時リンカーから該当するエラーメッセージが表示されます。

$ ldd prog

        libfoo.so.1 =>   (file not found)

        libc.so.1 =>     /lib/libc.so.1

        libm.so.2 =>     /lib/libm.so.2

$ prog

ld.so.1: prog: fatal: libfoo.so.1: open failed: No such file or directory

デフォルトの検索パスの構成

実行時リンカーが使用するデフォルトの検索パスは、32 ビットアプリケーションの場合、/lib
と /usr/lib です。64 ビットアプリケーションの場合、デフォルト検索パスは /lib/64 と /usr/
lib/64 です。このような検索パスを管理するには、crle(1) ユーティリティーで作成する実行
時構成ファイルを使用します。このファイルは、正しい「実行パス」で作成されなかったアプリケー
ションについて検索パスを設定する場合に便利です。

構成ファイルが作成されるデフォルトの場所は、32 ビットアプリケーションの場合は /var/ld/
ld.config、64 ビットアプリケーションの場合は /var/ld/64/ld.config です。このファイルは、
システム上の、それぞれのタイプのアプリケーションすべてに影響します。構成ファイルはこれ
以外の場所にも作成でき、実行時リンカーの LD_CONFIG 環境変数を使用してこれらのファイル
を選択できます。後者の方法は、構成ファイルをデフォルトの場所にインストールする前にテス
トする場合に便利です。

動的ストリングトークン

実行時リンカーは、さまざまな動的ストリングトークンを展開できます。このようなトークンは、フィ
ルタ、「実行パス」、および依存関係の定義に利用できます。

■ $CAPABILITY – オブジェクトが提供するさまざまな機能を読み込めるディレクトリを示しま
す。279 ページの「機能固有の共有オブジェクト」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
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■ $ISALIST – 当該プラットフォームで実行できるネイティブな命令セットに展開しま
す。281 ページの「命令セット固有の共有オブジェクト」を参照してください。

■ $ORIGIN – 現在のオブジェクトのディレクトリの場所を示します。284 ページの「関連する
依存関係の配置」を参照してください。

■ $OSNAME – オペレーティングシステムの名前に展開します。283 ページの「システム固有
の共有オブジェクト」を参照してください。

■ $OSREL – オペレーティングシステムのリリースレベルに展開します。283 ページの「システ
ム固有の共有オブジェクト」を参照してください。

■ $PLATFORM – 当該マシンのプロセッサタイプに展開します。283 ページの「システム固有
の共有オブジェクト」を参照してください。

再配置処理

アプリケーションが要求する依存関係をすべて読み込んだ後、実行時リンカーは各オブジェクト
を処理し、必要な再配置すべてを実行します。

オブジェクトのリンク編集中に、入力再配置の可能なオブジェクトとともに提供された再配置
の情報が、出力ファイルに適用されます。ただし、動的実行可能ファイルまたは共有オブジェ
クトを作成している場合、リンク編集時には再配置の多くを完了できません。これらの再配置
には、オブジェクトをメモリーに読み込むときにだけわかる論理アドレスが必要です。このような
場合、リンカーは新しい再配置を出力ファイルイメージの一部として記録します。実行時リンカー
は、新しい再配置レコードを処理する必要があります。

再配置のさまざまなタイプの詳細については、384 ページの「再配置」を参照してください。
再配置には基本的に 2 つの種類があります。

■ 非シンボル再配置
■ シンボル再配置

オブジェクトの再配置記録は、elfdump(1) を使用して表示できます。次の例では、ファイル
libbar.so.1 には、グローバルオフセットテーブル (.got セクション) が更新される必要があること
を示す、2 つの再配置記録が組み込まれています。

$ elfdump -r libbar.so.1

Relocation Section:  .rel.got:

    type                      offset             section       symbol

  R_SPARC_RELATIVE           0x10438             .rel.got
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  R_SPARC_GLOB_DAT           0x1043c             .rel.got      foo

最初の再配置は、単純な相対再配置です。このことは、再配置タイプと、シンボルが参照され
ていないことからわかります。この再配置では、オブジェクトがメモリーに読み込まれるベースア
ドレスを使用して、関連する .got オフセットを更新する必要があります。

2 番目の再配置では、シンボル foo のアドレスが必要です。この再配置を完了させるには、実
行時リンカーが、これまでに読み込まれた動的実行可能ファイルと依存関係のいずれかを使用
して、このシンボルを検出する必要があります。

再配置シンボルの検索
実行時リンカーには、オブジェクトが必要とするシンボルを実行時に検索する責任があります。
一般にユーザーは、動的実行可能ファイルやその依存関係および dlopen(3C) によって取得
されたオブジェクトに適用される、デフォルトの検索モデルを理解するようになります。しかし、
オブジェクトのシンボル属性や特定の結合要件が原因で、より複雑なシンボル検索が行われ
ることもあります。

オブジェクトの 2 つの属性は、シンボル検索に影響を与えます。最初の属性は、要求元オブ
ジェクトのシンボルの検索範囲です。2 つ目の属性は、プロセス内の各オブジェクトによって提
供されるシンボルの可視性です。

これらの属性は、オブジェクトを読み込む際、デフォルトとして適用できます。これらの属性
は、dlopen(3C) の特定のモードとしても提供できます。場合によっては、これらの属性をオブ
ジェクトの構築時にオブジェクト内に記録することができます。

オブジェクトは、world 検索範囲または group 検索範囲、あるいはその両方を定義できます。

world

オブジェクトは、プロセス内のほかの任意の大域オブジェクト内でシンボルを検索できま
す。

group

オブジェクトは、同じグループのオブジェクト内のシンボルを検索できます。dlopen(3C)を
使用して入手されたオブジェクトから作成された依存関係ツリー、またはリンカーの -B
group オプションを使用して構築されたオブジェクトから作成された依存関係ツリーは、固
有のグループを形成します。

オブジェクトは、オブジェクトのエクスポートされたシンボルがグローバルに参照可能か、ローカ
ルに参照可能かを定義できます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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global

オブジェクトのエクスポートされたシンボルは、ワールド検索範囲を持つ任意のオブジェクト
から参照できます。

local

オブジェクトのエクスポートされたシンボルは、同じグループを構成するほかのオブジェクト
からのみ参照できます。

実行時のシンボル検索は、シンボルの可視性によって指定することもできま
す。STV_SINGLETON 可視性を割り当てたシンボルは、すべてのシンボル検索範囲から除外され
ます。シングルトンシンボルへのすべての参照は、プロセス内で最初に定義されているシング
ルトンにバインドされます。表12-23「ELF シンボルの可視性」 を参照してください。

もっとも単純な形のシンボル検索については、次のセクション110 ページの「デフォルトのシ
ンボル検索」で説明します。一般に、シンボル属性はさまざまな形の dlopen(3C) によって利
用されます。これらのシナリオについては、131 ページの「シンボルの検索」に記載されてい
ます。

動的なオブジェクトで直接結合を行うと、別のシンボル検索モデルが提供されます。このモデ
ルでは、実行時リンカーは、リンク編集時に結合されたオブジェクトからシンボルを直接検索し
ます。第6章「直接結合」を参照してください。

デフォルトのシンボル検索

動的実行可能プログラムと、ともに読み込まれるすべての依存関係には、「ワールド」検索範囲
と、「大域」シンボル可視性が割り当てられます 。動的実行可能ファイルや、それとともに読み
込まれた依存関係を対象としたデフォルトのシンボル検索では、各オブジェクトが検索されま
す。まず動的実行可能プログラムから検索してから、 オブジェクトが読み込まれた順番に依存
関係を検索します。

ldd(1) を使用すると、動的実行可能ファイルの依存関係は読み込まれた順にリストされます。
たとえば、動的実行可能ファイル prog で、依存関係として libfoo.so.1 と libbar.so.1 が指
定されているとします。

$ ldd prog

        libfoo.so.1 =>   /home/me/lib/libfoo.so.1

        libbar.so.1 =>   /home/me/lib/libbar.so.1

シンボル bar の再配置が要求された場合、実行時リンカーは最初に動的実行可能ファイル
prog で bar を検索します。シンボルが見つからない場合は、次に共有オブジェクト /home/me/

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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lib/libfoo.so.1 を検索し、最後に共有オブジェクト /home/me/lib/libbar.so.1 を検索しま
す。

注記 - シンボル検索は、シンボル名のサイズが増大し依存関係の数が増加すると、特にコスト
のかかる処理になる可能性があります。この性能については、第7章「システムのパフォーマン
スを最適化するオブジェクトの構築」で詳しく説明しています。これに代わる検索モデルについ
ては、第6章「直接結合」を参照してください。

デフォルトの再配置処理モデルでは、遅延読み込み環境の遷移も提供します。現在読み込ま
れているオブジェクト内でシンボルが見つからない場合は、そのシンボルを特定するために、
保留となっている遅延読み込みオブジェクトが処理されます。この読み込みによって、依存関
係を完全には定義していないオブジェクトを補います。ただし、これにより遅延読み込みの利点
が失われることがあります。

実行時割り込み

デフォルトで、実行時リンカーはまず動的実行可能プログラム内でシンボルを検索したあと、そ
れぞれの依存関係を検索します。このモデルでは、必要なシンボルが最初に現れた時点で検
索条件が満たされます。そのため、同じシンボルの複数のインスタンスが存在する場合は、最
初のインスタンスが、ほかのすべてのインスタンスに割り込みます。

シンボル解決がどのように割り込みの影響を受けるかの概要については、42 ページの「単純
な解決」で説明しています。シンボルの可視性を変更し、偶発的な割り込みの可能性を低くす
るメカニズムは、53 ページの「シンボル範囲の縮小」で説明しています。

注記 - STV_SINGLETON 可視性を割り当てたシンボルでは、一種の割り込みが行われます。シン
グルトンシンボルへのすべての参照は、プロセス内で最初に定義されているシングルトンにバ
インドされます。表12-23「ELF シンボルの可視性」 を参照してください。

オブジェクトが割り込み処理として明示的に識別されている場合、割り込みをオブジェクト
単位で行えます。環境変数 LD_PRELOAD を使ってオブジェクトを読み込むか、リンカーの -z
interpose オプションを使ってオブジェクトを作成すると、オブジェクトは割り込み処理として
識別されます。実行時リンカーがシンボルを検索する場合、割り込むものとして識別されたオブ
ジェクトはアプリケーションよりもあとで検索されますが、その他の依存関係よりは前に検索さ
れます。

割り込み処理により提供されるすべてのインタフェースの使用が保証されるのは、プロセス再
配置が行われる前に割り込み処理が読み込まれる場合のみです。環境変数 LD_PRELOAD を使
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用して提供される割り込み処理、またはアプリケーションの非遅延読み込み依存関係として確
立される割り込み処理は、再配置処理が始まる前に読み込まれます。再配置が始まったあとで
プロセスに挿入される割り込み処理は、通常の依存関係に降格されます。割り込み処理を降
格できるのは、割り込み処理が遅延読み込みされた場合、または dlopen(3C) を使用した結
果として読み込まれた場合です。前者のカテゴリは ldd(1) を使用して検出できます。

$ ldd -Lr prog

        libc.so.1 =>     /lib/libc.so.1

        foo.so.2 =>      ./foo.so.2

        libmapmalloc.so.1 =>     /usr/lib/libmapmalloc.so.1

        loading after relocation has started: interposition request \

            (DF_1_INTERPOSE) ignored: /usr/lib/libmapmalloc.so.1

注記 - 遅延読み込みを行うために依存関係を処理している間に、明示的に定義された割り込
み処理をリンカーが検出した場合、その割り込み処理は非遅延読み込み可能依存関係として
記録されます。

動的実行可能ファイル内の個々のシンボルは、INTERPOSE mapfile キーワードを使って割り込
み処理として定義できます。このメカニズムは -z interpose オプションを使用する方法よりも
優先されるので、依存関係が展開されていくときに発生する可能性のある逆割り込みの影響
を受けにくくなります。187 ページの「明示的な割り込みの定義」を参照してください。

再配置が実行されるとき

再配置は、再配置が実行されるタイミングで 2 つのタイプに区別できます。このような、再配置
されたオフセットに対して行われる参照のタイプによって、次のように区別されます。

■ 即時参照
■ 遅延参照

「即時参照」とは、オブジェクトが読み込まれたときにただちに決定しなければならない再配置
のことです。この参照は、一般にオブジェクトコードで使用されるデータ項目、関数ポインタ、お
よび位置依存共有オブジェクトからの関数呼び出しに対するものです。即時参照では、再配置
された項目が参照されたことを実行時リンカーは認識できません。このため、すべての即時参
照は、オブジェクトが読み込まれたら、アプリケーションが制御を獲得または再獲得する前に、
再配置が完了する必要があります。

遅延参照とは、オブジェクトの実行時に決定できる再配置のことです。通常は、位置独立共有
オブジェクトから大域関数への呼び出しか、動的実行可能ファイルから外部関数への呼び出
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しです。遅延参照を行う動的モジュールをコンパイルおよびリンク編集しているときに、関連付
けられた関数呼び出しは、プロシージャーリンクテーブルのエントリへの呼び出しに変換されま
す。これらのエントリは、.plt セクションを構成します。プロシージャーリンクテーブルの各エント
リは、関連付けられた再配置を伴う遅延参照になります。

プロシージャーリンクテーブルの特定のエントリに対する最初の呼び出しの実行中に、制御が実
行時リンカーに渡されます。実行時リンカーは、関連付けられたオブジェクト内で必要なシンボ
ルを検索し、エントリ情報を書き換えます。その後のプロシージャーリンクテーブルのエントリへの
呼び出しは、直接関数に対して行われます。遅延参照では、関数が最初に呼び出されるまで、
再配置を遅延させることができます。この処理は、「遅延」結合と呼ばれることがあります。

実行時リンカーのデフォルトモードは、プロシージャーリンクテーブルの再配置が行われるたびに
遅延結合を実行する、というものです。デフォルトモードは、環境変数 LD_BIND_NOW にヌル以外
の任意の値を設定することでオーバーライドできます。この環境変数の設定により、実行時リン
カーは、オブジェクトが読み込まれた時点で、即時参照と遅延参照を両方とも再配置します。こ
れらの再配置は、アプリケーションが制御を獲得または再獲得するまでの間に行われます。たと
えば、環境変数を次のように設定して、ファイル prog とその依存関係内のすべての再配置が
行われるとします。これらの再配置は、制御がアプリケーションに移る前に行われます。

$ LD_BIND_NOW=1  prog

オブジェクトへのアクセスは、RTLD_NOW として定義されたモードを指定して dlopen(3C) を使
用することによっても行えます。リンカーの -z now オプションを使用してオブジェクトを構築す
れば、オブジェクトが読み込まれたときに再配置処理を完了させる必要があることを示すこと
ができます。この再配置要件は、実行時に指定したオブジェクトの依存先すべてに波及しま
す。

注記 - 前述の即時参照と遅延参照の例は、標準的なものです。ただし、プロシージャーリンク
テーブルのエントリの作成は、リンク編集の入力として使用する再配置可能オブジェクトファイ
ルが提供する再配置情報によって、最終的に制御されます。R_SPARC_WPLT30 や R_386_PLT32
などの再配置レコードには、プロシージャーリンクテーブルのエントリの作成が指定されていま
す。こうした再配置は、位置独立のコードで共通です。

ただし、通常、動的実行可能ファイルは位置に依存するコードから作成されるため、プロシー
ジャーリンクテーブルのエントリが必要であることを示さない場合があります。動的実行可能
ファイルの位置は固定されているため、参照が外部関数定義に結合された時点で、リンカーは
プロシージャーのリンクテーブルを作成できます。元の再配置レコードに関係なく、このプロシー
ジャーリンクテーブルのエントリを作成できます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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再配置エラー
もっとも一般的な再配置エラーは、シンボルを検出できないときに発生します。この状態になる
と、適切な実行時リンカーのエラーメッセージが表示され、アプリケーションは終了します。次の
例では、ファイル libfoo.so.1 内で参照されたシンボル bar は配置できません。

$ ldd prog

        libfoo.so.1 =>   ./libfoo.so.1

        libc.so.1 =>     /lib/libc.so.1

        libbar.so.1 =>   ./libbar.so.1

        libm.so.2 =>     /lib/libm.so.2

$ prog

ld.so.1: prog: fatal: relocation error: file ./libfoo.so.1: \

    symbol bar: referenced symbol not found

動的実行可能プログラムのリンク編集中に、この種の潜在的な再配置エラーは、定義されてい
ない重大なシンボルとしてフラグが付けられます。例については、44 ページの「実行可能ファ
イルの作成」を参照してください。ただし、実行時再配置エラーが発生するのは、実行時に配置
される依存関係が、リンク編集の一部として参照される元の依存関係と互換性がない場合で
す。上記の例では、bar のシンボル定義を含む共有オブジェクト libbar.so.1 のバージョンに
対して prog が構築されています。

リンク編集時に -z nodefs オプションを使用すると、オブジェクトの実行時再配置要件の検証
が抑制されます。この抑制は、実行時再配置エラーになる可能性があります。

即時参照として使用されたシンボルが検出できないために再配置エラーが発生した場合、そ
のエラー状態は、プロセスの初期設定中、ただちに発生します。遅延結合のデフォルトモードに
より、遅延参照として使用されるシンボルを検出できない場合は、このエラー状態は、アプリケー
ションが制御を受け取ってから発生します。後者の場合、コードを実行する実行パスによって、エ
ラー状態が発生するまでに数分または数ヶ月かかる場合もあり、あるいは発生しない場合もあ
ります。

この種のエラーを防ぐためには、動的実行可能プログラムまたは共有オブジェクトの再配置の
必要条件を、ldd(1) を使用して検証できます。

ldd(1) に -d オプションを指定すると、すべての依存関係が出力され、すべての即時参照の再
配置処理が実行されます。参照を解決できない場合には、診断メッセージが作成されます。上
記の例から -d オプションを使用すると、次のエラー診断が作成されます。

$ ldd -d prog

        libfoo.so.1 =>   ./libfoo.so.1

        libc.so.1 =>     /lib/libc.so.1

        libbar.so.1 =>   ./libbar.so.1

        libm.so.2 =>     /lib/libm.so.2

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
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        symbol not found: bar           (./libfoo.so.1)

ldd(1) に -r オプションを指定すると、すべての即時参照と遅延参照の再配置が処理されま
す。また、このどちらかの再配置が解決できない場合には、診断メッセージが作成されます。

追加オブジェクトのロード

実行時リンカーでは、環境変数 LD_PRELOAD を使用することにより、プロセスの初期設定中に新
しいオブジェクトを取り込めるという、一歩進んだ柔軟性も提供しています。この環境変数は、
特定の共有オブジェクトまたは再配置可能オブジェクトのファイル名に初期設定することも、
複数のファイル名を空白で区切った文字列に初期設定することもできます。これらのオブジェ
クトは、動的実行可能プログラムの後で、依存関係よりも前に読み込まれます。これらのオブ
ジェクトには、「ワールド」検索範囲と「大域」シンボル可視性が割り当てられます。

次の例では、動的実行可能プログラム prog が読み込まれ、そのあとに共有オブジェクト
newstuff.so.1 が続きます。続いて、prog 内で定義された依存関係がロードされます。

$ LD_PRELOAD=./newstuff.so.1  prog

これらのオブジェクトが処理される順序は、ldd(1) を使用して表示できます。

$ ldd -e LD_PRELOAD=./newstuff.so.1 prog

        ./newstuff.so.1 => ./newstuff.so

        libc.so.1 =>     /lib/libc.so.1

次の例では、事前読み込みは少し複雑で時間がかかります。

$ LD_PRELOAD="./foo.o ./bar.o"  prog

実行時リンカーは、最初に再配置可能オブジェクト foo.o と bar.o をリンク編集し、メモリー内
に保持されていた共有オブジェクトを生成します。次にこのメモリーイメージは、この前の例で
示した共有オブジェクト newstuff.so.1 の事前読み込みと同じ方法で、動的実行可能プログ
ラムとその依存関係との間に挿入されます。ここでも、これらのオブジェクトが処理される順序
は、ldd(1) を使用して表示できます。

$ ldd -e LD_PRELOAD="./foo.o ./bar.o" ldd prog

        ./foo.o =>       ./foo.o

        ./bar.o =>       ./bar.o

        libc.so.1 =>     /lib/libc.so.1

動的実行可能ファイルのあとにオブジェクトを挿入するこれらのメカニズムにより、割り込み機
能が提供されます。これらのメカニズムを使用すると、標準的な共有オブジェクト内に存在す
る関数の、新しい実装を試すことができます。この関数が組み込まれたオブジェクトをあらかじ

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
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め読み込むことにより、このオブジェクトは元のオブジェクトに割り込みます。そして、元の機能
は、事前読み込みされた新しいバージョンによって完全に隠されてしまいます。

このほかにも事前読み込みは、標準的な共有オブジェクト内に常駐する関数を補強するため
に使用できます。新しいシンボルが元のシンボルに割り込むことで、新しい関数はいくつかの
追加処理を実行できます。新しい関数は元の関数を呼び出すこともできます。このメカニズム
では通常、dlsym(3C) と特別なハンドル RTLD_NEXT を使って元のシンボルのアドレスを取得
します。

動的依存関係の遅延読み込み
メモリーに動的オブジェクトが読み込まれる際、その動的オブジェクトに追加の依存関係がな
いか検査されます。デフォルトでは、存在する依存関係がただちに読み込まれます。このサイク
ルは、依存関係のツリー全体を使い果たすまで続けられます。最終的に、再配置で指定された
オブジェクト間のデータ参照すべてが解決されます。この処理は、これらの依存関係内のコード
が実行中にアプリケーションによって実際に参照されるかどうかに関係なく、行われます。

遅延読み込みモデルでは、遅延読み込みのラベルが付いた依存関係は、明示的に参照が行
われるまで読み込まれません。関数呼び出しの遅延結合を利用して、関数が最初に参照され
るまで、依存関係の読み込みを延期することができます。結果として、参照されないオブジェク
トは読み込まれません。

再配置参照は、即時か遅延です。即時参照はオブジェクトが初期化された時に解決される必
要があるため、この参照を満たすすべての依存関係はすぐに読み込まれる必要があります。そ
のため、そういった依存関係を遅延読み込み可能として示すことは、あまり効果がありません。
詳細は、112 ページの「再配置が実行されるとき」を参照してください。動的オブジェクト間
の即時参照は、概してあまり推奨されません。

遅延読み込みは、デバッグライブラリ liblddbg への参照のためにリンカーが使用します。デ
バッギングを呼び出すことはまれなので、リンカーを呼び出すたびにこのライブラリを読み込む
ことは不要で、コストがかさみます。このライブラリを遅延読み込みできるように指定することに
より、ライブラリの処理コストをデバッギング出力を必要とする読み込みに使うことができます。

遅延読み込みモデルを実行するための代替メソッドは、必要に応じて依存関係に dlopen() ま
たは dlsym() を実行することです。このモデルは、dlsym() 参照の数が少ない場合に最適で
す。またこのモデルは、リンク編集時に依存関係の名前あるいは位置がわからない場合にも適
しています。名前や位置がわかっている依存関係のより複雑な相互作用については、通常のシ
ンボル参照のコードを使用し、依存関係を遅延読み込みに指定する方が簡単です。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
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特定のオブジェクトを遅延ロード、通常ロードとして指定するには、リンカーのオプション -z
lazyload、-z nolazyload をそれぞれ使用します。これらのオプションは、リンク編集コマンド行
の位置に依存します。このオプションよりあとに指定される依存関係には、このオプションで指
定されている読み込み属性が適用されます。デフォルトでは、-z nolazyload オプションが有
効です。

次の単純なプログラムでは、libdebug.so.1 に対する依存関係が指定されています。動的セク
ション (.dynamic) では、libdebug.so.1 に対して遅延読み込みが指定されています。シンボ
ル情報セクション (.SUNW_syminfo) では、libdebug.so.1 の読み込みをトリガーするシンボル
参照が指定されています。

$ cc -o prog prog.c -L. -zlazyload -ldebug -znolazyload -lelf -R'$ORIGIN'

$ elfdump -d prog

Dynamic Section:  .dynamic

   index  tag           value

     [0]  POSFLAG_1       0x1         [ LAZY ]

     [1]  NEEDED        0x123         libdebug.so.1

     [2]  NEEDED        0x131         libelf.so.1

     [3]  NEEDED        0x13d         libc.so.1

     [4]  RUNPATH       0x147         $ORIGIN

     ...

$ elfdump -y prog

Syminfo section: .SUNW_syminfo

   index  flgs        bound to        symbol

    ....

    [52]  DL      [1] libdebug.so.1   debug

値に LAZY が指定された POSFLAG_1 は、次の NEEDED エントリ libdebug.so.1 が遅延読み込
みされることを示しています。libelf.so.1 は前に LAZY フラグがないため、このライブラリはプ
ログラムの初期始動時に読み込まれます。

注記 - libc.so.1 には、ファイルが遅延読み込みされてはならないという特別なシステム要件
があります。libc.so.1 が処理される時点で -z lazyload が有効である場合、フラグは実際に
は無視されます。

遅延読み込みを使用するには、アプリケーションで使用されるオブジェクト全体に渡り依存関
係と「実行パス」を正確に宣言しなければならない場合があります。たとえば、libX.so 内のシン
ボルを参照する 2 つのオブジェクト libA.so と libB.so があるとします。libA.so は libX.so
を依存関係として宣言しますが、libB.so は宣言しません。通常、libA.so と libB.so が併用
される場合、libB.so は libX.so を参照できます。これは、libA.so によってこの依存関係が
利用可能になっているためです。しかし、libX.so が遅延読み込みされるように libA.so で宣
言した場合、libB.so がこの依存関係を参照するときに libX.so を読み込めない可能性があ
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ります。libB.so で libX.so を依存関係として宣言していても、その依存関係の特定に必要
な実行パスを指定しなかった場合には、同様のエラーが発生する可能性があります。

遅延読み込みに関わらず、動的オブジェクトは、すべての依存関係と依存関係の特定方法を
宣言しなければなりません。遅延読み込みでは、この依存情報がより重要な意味合いを持ちま
す。

注記 - 環境変数 LD_NOLAZYLOAD をヌル以外の値に設定すれば、実行時に遅延読み込みを無
効にできます。

dlopen() の代替手段の提供

遅延読み込みは、dlopen(3C) と dlsym(3C) を使用する代わりになりま
す。128 ページの「実行時リンクのプログラミングインタフェース」を参照してください。たとえ
ば、libfoo.so.1 の次のコードは、オブジェクトが読み込まれることを確認し、そのオブジェクト
のインタフェースを呼び出します。

void foo()

{

        void *handle;

        if ((handle = dlopen("libbar.so.1", RTLD_LAZY)) != NULL) {

                int (*fptr)();

                if ((fptr = (int (*)())dlsym(handle, "bar1")) != NULL)

                        (*fptr)(arg1);

                if ((fptr = (int (*)())dlsym(handle, "bar2")) != NULL)

                        (*fptr)(arg2);

                ....

        }

}

dlopen() と dlsym() を使用するこのモデルは、非常に柔軟ですが、不自然なコーディングスタ
イルであり、欠点がいくつかあります。

■ シンボルが終了すると予想されるオブジェクトは既知である必要があります。
■ 関数ポインタを介した呼び出しには、コンパイラまたは lint(1) で検証する手段がありませ

ん。

このコードは、必要なインタフェースを提供するオブジェクトが次の条件を満たす場合に、単純
化できます。

■ オブジェクトが、リンク編集時の依存関係として構築できる。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
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■ オブジェクトが、常に利用できる。

関数参照が遅延読み込みをトリガーできることを利用すると、libbar.so.1 と同じ遅延読み込
みが実現できます。この場合、関数 bar1() を参照すると、関連依存関係が遅延ロードされま
す。このコーディングの方が自然です。また、標準関数呼び出しを使用することによって、コンパ
イラまたは lint(1) で検証できるようになります。

void foo()

{

        bar1(arg1);

        bar2(arg2);

        ....

}

$ cc -G -o libfoo.so.1 foo.c -L. -zdefs -zlazyload -lbar -R'$ORIGIN'

ただし、必要なインタフェースを提供するオブジェクトが常に利用できるとは限らない場合、こ
のモデルは失敗します。この場合、依存関係の名前がわからなくても、その依存関係の有無を
テストする機能が必要です。関数参照を満足する依存関係を使用できるかどうかをテストする
手段が必要になります。

関数の有無をテストするための堅牢なモデルは、明示的に定義された遅延依存関係を使用す
ることによって、また RTLD_PROBE ハンドルを指定して dlsym(3C) を使用することによって実現
できます。

明示的に定義された遅延依存関係は、遅延読み込み可能な依存関係の拡張です。遅延依
存関係に関係付けられたシンボル参照は、遅延シンボルと呼ばれます。このシンボルに対
する再配置が処理されるのは、シンボルが最初に参照されるときだけです。これらの再配置
は、LD_BIND_NOW 処理の一部としても、また RTLD_NOW フラグ付きの dlsym(3C) を介しても処
理されません。

遅延依存関係は、リンク編集時にリンカーの -z deferred オプションを使用して確立されます。

$ cc -G -o libfoo.so.1 foo.c -L. -zdefs -zdeferred -lbar -R'$ORIGIN'

遅延依存関係として libbar.so.1 を確立した場合、bar1() への参照によって、その依存関
係が利用できることを検証できます。このテストを使用すると、dlsym(3C) を使用した場合と
同じ方法で、依存関係によって提供される関数への参照を制御できます。次に、このコードは
bar1() および bar2() を自然に呼び出すことができます。これらの呼び出しは判読しやすく、
コーディングも容易であるため、コンパイラが呼び出しシーケンスでのエラーを見つけられるよう
になります。

void foo()

{

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
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        if (dlsym(RTLD_PROBE, "bar1")) {

                bar1(arg1);

                bar2(arg2);

                ....

        }

}

遅延依存関係によって柔軟性が向上します。依存関係がまだ読み込まれていない場合、その
依存関係は実行時に変更できます。このメカニズムにより、dlopen(3C) と同じ程度の柔軟性
が得られます。つまり、呼び出し元によって、異なるオブジェクトを読み込ませたり、異なるオブ
ジェクトに結合させたりできるようになります。

元の依存関係名が既知の場合、RTLD_DI_DEFERRED 引数を指定して dlinfo(3C) を使用す
ると、元の依存関係を新しい依存関係と交換できます。また、依存関係に関連する遅延シンボ
ルを使用すると、RTLD_DI_DEFERRED_SYM 引数を持つ dlinfo(3C) を使用して遅延依存関係
を特定できます。

初期設定および終了ルーチン

動的オブジェクトは、実行時の初期設定と終了処理のためのコードを提供することができます。
動的オブジェクトの初期設定コードは、処理中に動的オブジェクトが読み込まれるたびに、1 回
ずつ実行されます。動的オブジェクトの終了コードは、動的オブジェクトが処理から読み取り解
除されるか、または処理の終了のたびに 1 回ずつ実行されます。

実行時リンカーは、制御をアプリケーションに移す前に、アプリケーション内およびロードされたす
べての依存関係内で見つかったすべての初期設定セクションを処理します。プロセス実行中に
新しい動的オブジェクトが読み込まれた場合、その初期設定セクションはオブジェクトの読み
込みの一部として処理されます。初期設定セクションである .preinit_array、.init_array、お
よび .init は、動的オブジェクトの構築時にリンカーによって作成されます。

実行時リンカーは、.preinit_array セクションと .init_array セクションにアドレスが指定
されている関数を実行します。これらの関数は、配列内でアドレスが出現する順序で実行
されます。実行時リンカーは、.init セクションを独立した関数として実行します。オブジェ
クトに .init と .init_array の両方のセクションが含まれている場合、そのオブジェクトの
.init_array セクションで定義された関数の前に、.init セクションが処理されます。

動的実行可能ファイルは、.preinit_array セクション内で「初期設定前」関数を提供すること
ができます。これらの関数は、実行時リンカーがプロセスイメージを構築して再配置を実行し終

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlinfo-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlinfo-3c
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わった後で、かつほかの初期設定関数の前に実行されます。「初期設定前」関数は、共有オブ
ジェクト内では許可されません。

注記 - 動的実行可能ファイル内のすべての .init セクションは、コンパイラドライバから供給さ
れるプロセスの起動メカニズムによって、アプリケーションから呼び出されます。動的実行可能
ファイルの .init セクションは、そのすべての依存関係の初期設定セクションが実行されたあ
とで、最後に呼び出されます。

動的オブジェクトは、終了セクションも提供できます。終了セクションである .fini_array およ
び .fini は、動的オブジェクトが構築される際にリンカーによって作成されます。

終了セクションはすべて、atexit(3C) に転送されます。これらの終了ルーチンは、プロセスが
exit(2) を呼び出したときに呼び出されます。また終了セクションは、dlclose(3C) を持つ実
行プロセスからオブジェクトが除去されたときにも呼び出されます。

実行時リンカーは、.fini_array セクションにアドレスが指定されている関数を実行します。
これらの関数は、配列内でアドレスが出現する順序とは逆に実行されます。実行時リンカー
は、.fini セクションを独立した関数として実行します。オブジェクトに .fini と .fini_array
の両方のセクションが含まれている場合、.fini_array セクションで定義された関数が、その
オブジェクトの .fini セクションの前に処理されます。

注記 - 動的実行可能プログラム内の .fini セクションは、コンパイラドライバから提供されるプ
ロセスの終了メカニズムによってアプリケーションから呼び出されます。動的実行可能プログラ
ムの .fini セクションは、そのすべての依存関係の終了セクションが実行される前に、最初に
呼び出されます。

リンカーによる初期設定セクションと終了セクションの作成についての詳細は、37 ページの「初
期設定および終了セクション」を参照してください。

初期設定および終了コードの制限と危険性

ELF 初期設定および終了セクションとルーチンは、オブジェクトのライフサイクルの重要なポイ
ントで実行します。初期設定中、オブジェクトはメモリーにロードされていますが、完全には初期
設定されていません。終了処理中、オブジェクトはまだメモリーにロードされていますが、もはや
安全には使用できず、一部がプロセス状態から削除されている場合もあります。どちらのコンテ
キストでも、プロセス状態は完全には整合しておらず、安全に行えるコードについて大きな制限
があります。危険性には一般に次のようなものがありますが、それだけにかぎられません。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Aatexit-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2exit-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlclose-3c


初期設定および終了ルーチン

122 Oracle Solaris 11.2 リンカーとライブラリガイド • 2014 年 7 月

■ デッドロックにつながる循環性のある依存関係。これは、あるオブジェクトの初期設定コード
が別のオブジェクトのロードをトリガーし、今度はこのオブジェクトが最初のオブジェクトを
呼び戻すという関係です。

■ スレッドシリアライズは、共有オブジェクトがマルチスレッドアプリケーションで使用されてい
る場合に失敗します。2 つのスレッドが同時に、遅延ロードライブラリにアクセスしようとする
ことがあります。最初にそこにアクセスしたスレッドが、実行時リンカーにオブジェクトをロー
ドさせ、初期設定コードの実行を開始させます。プログラマはしばしば、ELF 初期設定およ
び終了コードの実行中に複数のスレッドが指定のオブジェクトにアクセスできないように、
実行時リンカーが防止できるという間違った印象を持っていますが、これは事実ではありま
せん。実行時リンカーは、初期設定コードが実行していると、ほかのスレッドがライブラリにア
クセスしようとしてもこれを防止できません。したがって、2 番目のスレッドは不整合な状態
でオブジェクトにアクセスする可能性があります。必要なロックを提供するか、呼び出し側
に提供するように要求することによって、このようなアクセスをシリアライズすることはオブ
ジェクトに任されています。

ELF 初期設定および終了セクションとルーチンでは任意のコードの実行が可能なため、通常の
コンテキストで実行するコードで可能な処理を実行できるという錯覚が生じています。このよう
に考えると、これらのコードは、明示的に関数を呼び出すことなく初期設定またはクリーンアップ
を行う便利な方法に過ぎないように思われます。この誤解により、診断が難しくなる可能性のあ
る障害がもたらされます。

プログラマは、ELF 初期設定および終了コードを使用するときには注意し、操作のスコープと複
雑さを抑える必要があります。リンカーと実行時リンカーは、このようなコードの内容または目的
を認識せず、安全でないコードを診断することも防止することもできません。小さな自己完結型
の操作が安全です。ほかのオブジェクトやプロセス状態へのアクセスを含む操作は安全でな
い可能性があります。ライブラリでは、初期設定および終了コードで複雑な操作を試みるのでは
なく、呼び出し側が実行する明示的な初期設定および終了関数を提供し、そのための要件を
文書化する必要があります。

次のセクションでは、これらの問題について詳細に説明します。

初期設定と終了の順序

実行時にプロセス内で初期設定および終了コードをどのような順序で実行すべきかを判断する
ことは、依存関係の分析を伴う複雑な問題を含んでいます。この処理は、初期設定セクション
と終了セクションの導入以来、大きく発展してきました。この処理は、最新の言語と現在のプロ
グラミング手法の期待を実現しようとするものです。しかし、ユーザーの期待にこたえるのが難
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しい状況もあります。これらの状況を理解し、初期設定および終了コードの内容を制限すること
で、柔軟で予測可能な実行時動作が得られます。

初期設定セクションの目的は、同一オブジェクト内のほかのコードが参照される前に小さなコー
ドを実行することです。終了セクションの目的は、オブジェクトの実行完了後に小さなコードを
実行することです。自己完結型の初期設定セクションや終了セクションは、これらの要件を容
易に満たすことができます。

しかしながら、初期設定セクションは通常それよりも複雑であり、ほかのオブジェクトが提供す
る外部のインタフェースを参照します。したがって、ほかのオブジェクトからの参照が発生する
前にオブジェクトの初期設定セクションを実行する必要がある場合には、依存関係が発生する
ことになります。アプリケーションが大規模な依存関係の階層を確立する可能性があります。さ
らに、依存関係がその階層内で循環を形成する可能性もあります。こうした状況が、追加のオ
ブジェクトを読み込んだりすでに読み込まれたオブジェクトの再配置モードを変更したりする初
期設定セクションによって、さらに複雑になる可能性があります。これらの問題を解決するため
にさまざまなソート手法や実行手法が開発されてきましたが、それらもすべて、これらのセクショ
ンの本来の目的を達成するためでした。

実行時リンカーは、読み込まれたオブジェクトを位相的にソートしてリストを作成します。このリス
トは、各オブジェクトが表す依存関係の相関関係に加えて、示された依存関係の外部で発生
したシンボル結合から構成されます。

初期設定セクションは、依存関係の位相的な順序とは逆に実行されます。循環性のある依存
関係が検出された場合、循環の原因であるオブジェクトは、位相的にソートされません。循環性
のある依存関係の初期設定セクションは、読み込まれた順序の逆に実行されます。同様に、終
了セクションは、依存関係の位相的な順序で呼び出されます。循環性のある依存関係の終了
セクションは、読み込まれた順序で実行されます。

オブジェクトの依存関係の初期設定順序に関する静的解析を取得するには、ldd(1) で -i オ
プションを指定します。たとえば、次の動的実行可能プログラムとその依存関係は、循環性の
ある依存関係を示しています。

$ elfdump -d B.so.1 | grep NEEDED

     [1]     NEEDED      0xa9    C.so.1

$ elfdump -d C.so.1 | grep NEEDED

     [1]     NEEDED      0xc4    B.so.1

$ elfdump -d main | grep NEEDED

     [1]     NEEDED      0xd6    A.so.1

     [2]     NEEDED      0xc8    B.so.1

     [3]     NEEDED      0xe4    libc.so.1

$ ldd -i main

        A.so.1 =>        ./A.so.1

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
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        B.so.1 =>        ./B.so.1

        libc.so.1 =>     /lib/libc.so.1

        C.so.1 =>        ./C.so.1

        libm.so.2 =>     /lib/libm.so.2

    cyclic dependencies detected, group[1]:

        ./libC.so.1

        ./libB.so.1

    init object=/lib/libc.so.1

    init object=./A.so.1

    init object=./C.so.1 - cyclic group [1], referenced by:

        ./B.so.1

    init object=./B.so.1 - cyclic group [1], referenced by:

        ./C.so.1

この解析結果は単純に、明示的な依存関係を位相的にソートすることによって得られたもので
す。ただし、自身が必要とする依存関係を定義していないオブジェクトも頻繁に作成されます。
このため、シンボル結合も依存関係解析の一部として組み込まれます。明示的な依存関係を
持つシンボル結合を組み込むと、より正確な依存関係の構築に役立ちます。初期設定順序の
より正確な静的解析を取得するには、ldd(1) で -i オプションと -d オプションを指定してくだ
さい。

オブジェクトの読み込みに使用されるもっとも一般的なモデルは遅延結合です。このモデルの
場合、初期設定処理の前に処理されるのは「即時参照」シンボル結合だけです。「遅延参照」
からのシンボル結合は保留されている場合があります。これらの結合は、それまでに確立され
た依存関係を拡張できます。すべてのシンボル結合が組み込まれた初期設定順序の静的解
析を取得するには、ldd(1) で -i オプションと -r オプションを指定してください。

実際には、ほとんどのアプリケーションが遅延結合を使用します。したがって、初期設定順序を
計算する前に実行された依存関係解析は、ldd -id を使用した静的解析に従います。ただし、
この依存関係解析は不完全である可能性があり、また循環依存関係が存在する可能性もある
ため、実行時リンカーでは動的初期設定も使用できるようになっています。

動的初期設定は、あるオブジェクトの初期設定セクションを、その同じオブジェクト内の関数が
呼び出される前に実行しようとします。実行時リンカーは、遅延シンボル結合の際に、結合する
先のオブジェクトの初期設定セクションがすでに呼び出されているかどうかを判定します。呼
び出されていなければ、実行時リンカーは、シンボル結合手順から戻る前にその初期設定セク
ションを実行します。

動的な初期設定は、ldd(1) では確認できません。しかし、LD_DEBUG 環境変数を設定して
トークン init を含めることにより、実行時に初期設定呼び出しの正確な手順を確認できま
す。142 ページの「機能のデバッグ」を参照してください。デバッグ用のトークン detail を追

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
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加すると、広範な初期設定情報や終了情報を取得できます。この情報には、依存関係の一覧、
位相的な処理、循環依存関係の特定などが含まれます。

動的初期設定を使用できるのは、遅延参照を処理する場合だけです。この動的な初期設定を
迂回するには、次の手段があります。

■ 環境変数 LD_BIND_NOW の使用。

■ -z now オプションを使用して構築されたオブジェクト。

■ RTLD_NOW モードを使用して dlopen(3C) によって読み込まれたオブジェクト。

これまでに説明した初期設定手法だけでは、いくつかの動的な活動に対処できない可能性が
あります。初期設定セクションが、dlopen(3C) を使って明示的に、あるいは遅延読み込みや
フィルタ使用によって暗黙的に、追加のオブジェクトを読み込む可能性があります。また、初期
設定セクションが既存オブジェクトの再配置を促進する可能性もあります。遅延結合を採用す
るために読み込まれたオブジェクトがモード RTLD_NOW を指定した dlopen(3C) を使って参照
された場合、その同じオブジェクトの結合が解決されます。この再配置の促進によって、関数
呼び出しを動的に解決するときに使用可能な動的初期設定機能が実質的に抑制されます。

新しいオブジェクトが読み込まれるたびに、あるいは既存オブジェクトの再配置が促進される
たびに、それらのオブジェクトの位相的なソートが起動されます。その結果、元の初期設定の実
行が中断されるとともに、新しい初期設定要件が確立され、関連する初期設定セクションが実
行されます。このモデルの意図は、新しく参照されたオブジェクトを適切に初期設定し、それを
元の初期設定セクションが確実に使用できるようにすることです。ところが、この並行処理が不
要な再帰の原因となる可能性があります。

実行時リンカーは、遅延結合を採用したオブジェクトを処理する際に、特定レベルの再帰を検
出できます。この再帰を表示するには、LD_DEBUG=init と設定します。たとえば、foo.so.1 の初
期設定セクションを実行すると、別のオブジェクトが呼び出される可能性があります。そして、そ
のオブジェクトが foo.so.1 内のいずれかのインタフェースを参照していた場合、循環が形成
されます。実行時リンカーは、遅延関数参照を foo.so.1 に結合する過程で、この再帰を検出で
きます。

$ LD_DEBUG=init  prog

00905: ....

00905: warning: calling foo.so.1 whose init has not completed

00905: ....

実行時リンカーは、すでに再配置された参照を通じて発生した再帰を検出することはできませ
ん。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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再帰は、多くのコストと問題を発生させる可能性があります。再帰が発生しないよう、初期設定
セクションによって起動される可能性のある外部参照や動的読み込み活動の数を減らしてくだ
さい。

初期設定処理は、dlopen(3C) を指定して実行しているプロセスに追加された、すべてのオブ
ジェクトに対して繰り返されます。また、dlclose(3C) に対する呼び出しの結果としてプロセ
スから読み込み解除されるすべてのオブジェクトに対して、終了処理も行われます。

これまでのセクションでは、ユーザーの期待に応えようとする方法で、初期設定セクションと終
了セクションを実行するために使用されるさまざまな手法を説明してきました。しかし、依存関
係同士の初期設定と終了の関係を単純化するためには、コーディングスタイルとリンク編集の
助けも必要です。この単純化は、初期設定と予測可能な終了処理を助け、予期しない依存関
係順序付けによる副作用の影響を受けにくくします。

初期設定セクションと終了セクションの内容は最小限に抑えてください。実行時にオブジェク
トを初期化することによって、大域的なコンストラクタを避けてください。ほかの依存関係に対す
る初期設定および終了コードの依存を減らしてください。すべての動的オブジェクトについて依
存関係の要件を定義してください。46 ページの「共有オブジェクト出力ファイルの生成」を参
照不要な依存関係を定義しないでください。30 ページの「共有オブジェクトの処理」を参照。
依存関係の循環を避けてください。初期設定または終了の順序に頼らないでください。オブ
ジェクトの順序は、共有オブジェクトとアプリケーションの開発によって変更される場合がある
からです。154 ページの「依存関係の順序」を参照してください。

セキュリティー
セキュアなプロセスには、その依存関係と実行パスを評価し、不当な依存関係の置換またはシ
ンボルの割り込みを防ぐために使用されるいくつかの制約があります。

実行時リンカーは、issetugid(2) システム呼び出しがプロセスに対して true を返した場合、
そのプロセスをセキュアとして分類します。

32 ビットオブジェクトの場合、実行時リンカーが認識しているデフォルトのトラストディレクトリ
は、/lib/secure と /usr/lib/secure です。64 ビットオブジェクトの場合、実行時リンカーが
認識しているデフォルトのトラストディレクトリは、/lib/secure/64 と /usr/lib/secure/64 で
す。ユーティリティー crle(1) を使用すれば、セキュアなアプリケーション向けに追加のトラスト
ディレクトリを指定できます。この方法を使用する場合には、管理者は、ターゲットディレクトリを
悪意のある侵入から適切に保護する必要があります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlclose-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2issetugid-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1crle-1
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あるセキュアなプロセスに対して LD_LIBRARY_PATH ファミリ環境変数が有効になっている場
合、実行時リンカーの検索規則を拡張するために使用されるのは、この変数に指定されたトラ
ストディレクトリだけです。104 ページの「実行時リンカーが検索するディレクトリ」を参照して
ください。

セキュアなプロセスでは、アプリケーションまたはその依存関係によって指定された実行パスの
指定が使用されます。ただし、実行パスはフルパス名である、つまりパス名は「/」から始まる必要
があります。

セキュアなプロセスでは、$ORIGIN 文字列の拡張は、その文字列がトラストディレクトリに拡張
されるときにかぎり許可されます。287 ページの「セキュリティー」を参照してください。ただ
し、$ORIGIN を展開することですでに依存関係を提供したディレクトリに一致する場合、その
ディレクトリは暗黙にセキュアです。このディレクトリは、追加の依存関係を提供するために使用
できます。

セキュアなプロセスでは、LD_CONFIG は無視されます。ただし、セキュアなアプリケーションで記
録された構成ファイルは使用されます。ld(1) の -c オプションを参照してください。記録済み
構成ファイルは、完全パス名、つまり「/」で始まるパス名である必要があります。記録される構
成ファイルが $ORIGIN 文字列を使用する場合、そのファイルは既知のトラストディレクトリに制
限されます。セキュアなアプリケーション内の構成ファイルを記録する開発者は、構成ファイル
ディレクトリを悪意のある侵入から適切に保護する必要があります。記録済み構成ファイルが
存在せず、デフォルトの構成ファイルが存在する場合は、セキュアなプロセスはこのデフォルト
の構成ファイルを使用します。crle(1) のマニュアルページを参照してください。

セキュアなプロセスでは、LD_SIGNAL は無視されます。

セキュアなプロセスで追加オブジェクトをロードするには、LD_PRELOAD、LD_AUDIT のいずれかの
環境変数を使用します。これらのオブジェクトはフルパス名または単純ファイル名で指定しな
ければなりません。フルパス名は、既知のトラストディレクトリに限定されます。単純ファイル名
(名前に「/」がついていない) は、前述した検索パスの制約に従って配置されます。単純ファイ
ル名は、既知のトラストディレクトリにのみ解決されることになります。

セキュアなプロセスでは、単純ファイル名を構成する依存関係は、前述のパス名の制約を使用
して処理されます。フルパス名または相対パス名で表示された依存関係は、そのまま使用され
ます。そのため、セキュアなプロセスの開発者は、これらの依存関係の 1 つとして参照される
ターゲットディレクトリを、不当な侵入から確実に保護するべきです。
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セキュアなプロセスを作成する場合には、依存関係の表示や、dlopen(3C) パス名の構築に、
相対パス名は使用しないでください。この制約は、アプリケーションと依存関係すべてに適用さ
れます。

実行時リンクのプログラミングインタフェース

アプリケーションのリンク編集中に指定された依存関係は、プロセスの初期設定中に実行時リ
ンカーによって処理されます。このメカニズムに加えて、アプリケーションは、追加オブジェクトと
結合することにより、その実行中にアドレススペースを拡張できます。アプリケーションは、アプリ
ケーションの標準的な依存関係の処理に使用される、実行時リンカーの同じサービスを実際に
使用します。

遅延オブジェクトの結合処理には、いくつかの利点があります。

■ アプリケーションの初期設定中ではなく、オブジェクトが要求された時点でオブジェクトを
処理することにより、起動時間を大幅に削減できます。アプリケーションの特定の実行中に、
オブジェクトにより提供されるサービスが必要でない場合、オブジェクトは要求されません。
このような状態は、ヘルプやデバッグ情報を提供するオブジェクトに対して発生する可能
性があります。

■ アプリケーションは、ネットワーキングプロトコルなどの、必要なサービスによって決まる、いく
つかの異なるオブジェクト間で選択されます。

■ 実行時にオブジェクトに追加されたプロセスのアドレススペースは、使用後には解放されま
す。

アプリケーションは、次の典型的な手順を使用して、追加の共有オブジェクトにアクセスできま
す。

■ 共有オブジェクトは、dlopen(3C) を使用して実行中のアプリケーションのアドレススペー
スに配置され、追加されます。この共有オブジェクトの依存関係は、この時点で配置されて
追加されます。

■ 追加された共有オブジェクトとその依存関係は、再配置されます。これらのオブジェクト内
の初期設定セクションが呼び出されます。

■ アプリケーションは、追加されたオブジェクト内のシンボルを、dlsym(3C) を使用して配置
します。次に、アプリケーションはデータを参照するか、またはこの新しいシンボルによって定
義された関数を呼び出します。
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■ オブジェクトによってアプリケーションが終了したあとで、dlclose(3C) を使用するとアド
レススペースを解放できます。解放されたオブジェクト内に存在する終了セクションは、すべ
てこの時点で呼び出されます。

■ 実行時リンカーのインタフェースルーチンを使用した結果発生したエラー状態
は、dlerror(3C) を使用して表示できます。

実行時リンカーのサービスは、ヘッダーファイル dlfcn.h 内に定義されており、共有オブジェク
ト libc.so.1 経由でアプリケーションから使用できます。次の例では、ファイル main.c は、ルー
チンのいずれの dlopen(3C) ファミリでも参照でき、アプリケーション prog は、実行時にこれ
らのルーチンと結合できます。

$ cc -o prog main.c

注記 - Oracle Solaris OS の以前のリリースでは、動的リンクインタフェースは、共有オブジェ
クト libdl.so.1 によって使用可能にされていました。libdl.so.1 は既存の依存関係をサ
ポートするために今も使用できます。ただし、libdl.so.1 から提供されていた動的リンクインタ
フェースは、現在は libc.so.1 から使用できるようになりました。このため、-ldl によるリンクは
必要なくなりました。

追加オブジェクトのロード

追加オブジェクトは、dlopen(3C) を使用して、実行プロセスのアドレススペースに追加できま
す。この関数は、引数としてファイル名と結合モードを入手し、アプリケーションにハンドルを戻し
ます。このハンドルを使用すると、アプリケーションは、dlsym(3C) を使用することによってシン
ボルを配置できます。

パス名が、単純ファイル名で指定されている (名前の中に「/」が組み込まれていない) 場合、実
行時リンカーは一連の規則を使用して、適切なパス名を生成します。「/」が組み込まれたパス
名は、そのまま使用されます。

これらの検索パスの規則は、最初の依存関係の配置に使用された規則と全く同じもので
す。104 ページの「実行時リンカーが検索するディレクトリ」を参照してください。たとえば、
ファイル main.c には、次のようなコードフラグメントが組み込まれているとします。

#include    <stdio.h>

#include    <dlfcn.h>

int main(int argc, char **argv)

{
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        void *handle;

        ....

        if ((handle = dlopen("foo.so.1", RTLD_LAZY)) == NULL) {

                (void) printf("dlopen: %s\n", dlerror());

                return (1);

        }

        ....

実行時リンカーは、共有オブジェクト foo.so.1 を検索するために、プロセスの初期設定時に存
在する任意の LD_LIBRARY_PATH 定義を使用します。続いて、実行時リンカーは prog のリンク
編集時に指定された「実行パス」を使用します。最後に、実行時リンカーは 32 ビットオブジェク
トの場合は /lib と /usr/lib、64 ビットオブジェクトの場合は /lib/64 と /usr/lib/64 のデ
フォルト位置を使用します。

パス名が次のように指定されているとします。

        if ((handle = dlopen("./foo.so.1", RTLD_LAZY)) == NULL) {

実行時リンカーは、プロセスの現在のカレントディレクトリ内でこのファイルだけを検索します。

注記 - dlopen(3C) を使用して指定された共有オブジェクトは、「そのバージョンのファイル
名」で参照することをお勧めします。バージョン管理の詳細については、276 ページの「バー
ジョン管理ファイル名の管理」を参照してください。

必要なオブジェクトが見つからない場合、dlopen(3C) は NULL ハンドルを返します。この場
合、dlerror(3C) を使用すると、失敗した真の理由を表示できます。次に例を示します。

$ cc -o prog main.c

$ prog

dlopen: ld.so.1: prog: fatal: foo.so.1: open failed: No such file or directory

dlopen(3C)によって追加されたオブジェクトに、ほかのオブジェクトに依存する関係がある場
合、その依存関係もプロセスのアドレススペースに配置されます。このプロセスは、指定された
オブジェクトの依存関係がすべて読み込まれるまで継続されます。この依存関係のツリーをグ
ループと呼びます。

dlopen(3C) によって指定されたオブジェクト、またはその依存関係が、すでにプロセスイメー
ジの一部である場合は、そのオブジェクトはこれ以上処理されません。この場合でも有効なハ
ンドルは、アプリケーションに戻されます。このメカニズムにより、同じオブジェクトが複数回読み
込まれることを防ぐことができます。また、このメカニズムを使用すると、アプリケーションは専用
のハンドルを入手できます。たとえば、前述の例で main.c に次の dlopen() 呼び出しが含まれ
ている場合があります。
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        if ((handle = dlopen(0, RTLD_LAZY)) == NULL) {

この dlopen(3C) から返されたハンドルを使用すれば、アプリケーション自身の内部、プロ
セスの初期設定中にロードされたすべての依存関係内、またはプロセスのアドレススペースに
追加されたすべてのオブジェクト内で、シンボル検索を行えます。それには、dlopen(3C) で
RTLD_GLOBAL フラグを指定します。

再配置処理
実行時リンカーは、オブジェクトを検出して読み込んだあと、各オブジェクトを処理し、必要な再
配置を実行します。また、dlopen(3C) を使用してプロセスのアドレススペースに配置されたオ
ブジェクトは同じ方法で再配置する必要があります。

単純なアプリケーションの場合には、このプロセスはそれほど重要な意味を持ちません。しかし、
多くのオブジェクトを含む多数の dlopen(3C) 呼び出しと、共通の依存関係も伴う複雑なア
プリケーションを所有するユーザーにとって、このプロセスは非常に重要です。

再配置は、その実行タイミングに基づいて分類できます。実行時リンカーのデフォルトの動作で
は、初期設定時に即時参照の再配置がすべて処理され、プロセスの実行時に遅延参照がす
べて処理されます。後者の処理は通常、遅延結合と呼ばれます。

モードが RTLD_LAZY として定義されているときに dlopen(3C) を使って追加されたすべて
のオブジェクトに対して、これと同じメカニズムが適用されます。代替手段は、オブジェクト
が追加されるときにただちに実行されるオブジェクトのすべての再配置を要求することで
す。RTLD_NOW のモードを使用するか、またはリンカーの -z now オプションを使用して構築した
際のオブジェクトにこの要件を記録できます。この再配置の必要条件は、オープン状態のオブ
ジェクトの依存関係に伝達されます。

また、再配置は、非シンボリックおよびシンボリックにも分類できます。このセクションの後半で
は、シンボル再配置がいつ発生するかに関係なく、この再配置に関連した問題について、シン
ボル検索の詳細に焦点をあてて説明します。

シンボルの検索

dlopen(3C) によって取得したオブジェクトが大域シンボルを参照する場合は、実行時リン
カーは、プロセスを作成するオブジェクトのプールからこのシンボルを配置する必要があります。
直接結合がない場合は、dlopen() によって入手されたオブジェクトには、デフォルトのシンボ
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ル検索モデルが適用されます。ただし、プロセスを作成するオブジェクトの属性と結合される
dlopen() のモードは、代わりのシンボル検索モデルに提供されます。

直接結合を指定されたオブジェクトでは、それに対応する依存関係から直接、シンボルが検索
されます。ただし、この後で述べるすべての属性はそのまま有効です。第6章「直接結合」を参
照してください。

注記 - STV_SINGLETON 可視性を割り当てたシンボルは、dlopen(3C) 属性とは関係なく、デ
フォルトのシンボル検索を使ってバインドされます。表12-23「ELF シンボルの可視性」 を参
照してください。

dlopen(3C) を使用して入手したオブジェクトには、デフォルトでワールドシンボル検索範
囲と局所シンボル可視性が割り当てられます。132 ページの「デフォルトのシンボル検
索モデル」セクションでは、このデフォルトモデルを使用して、典型的なオブジェクトグルー
プのインタラクションについて説明しています。136 ページの「大域オブジェクトの定
義」、136 ページの「グループの分離」、および 136 ページの「オブジェクト階層」セクショ
ンでは、デフォルトのシンボル検索モデルの展開に dlopen(3C) モードとファイル属性を使用
する例を示しています。

デフォルトのシンボル検索モデル

基本的な dlopen(3C) によって追加された各オブジェクトでは、実行時リンカーは、最初に動
的実行可能ファイル内でシンボルを検索します。次に実行時リンカーは、プロセスの初期設定
中に提供されたそれぞれのオブジェクト内を検索します。シンボルが見つからない場合、実行
時リンカーは検索を続けます。実行時リンカーは次に dlopen(3C) によって取得されたオブ
ジェクトおよびそのオブジェクトと依存関係にあるオブジェクトを検索します。

デフォルトのシンボル検索モデルは、遅延読み込み環境の遷移も行います。現在読み込まれ
ているオブジェクト内でシンボルが見つからない場合は、そのシンボルを特定するために、保
留となっている遅延読み込みオブジェクトが処理されます。この読み込みによって、依存関係
を完全には定義していないオブジェクトを補います。ただし、これにより遅延読み込みの利点が
失われることがあります。

次の例の動的実行可能プログラム prog と共有オブジェクト B.so.1 には、依存関係が付いて
います。

$ ldd prog

        A.so.1 =>        ./A.so.1

$ ldd B.so.1

        C.so.1 =>        ./C.so.1
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prog が、dlopen(3C) を使用して共有オブジェクト B.so.1 を入手した場合、共有オ
ブジェクト B.so.1 と C.so.1 の再配置に必要なシンボルが、最初に prog 内で検索さ
れ、A.so.1、B.so.1、C.so.1 の順に検索されます。このような単純なケースでは、dlopen(3C)
によって入手された共有オブジェクトは、アプリケーションの元のリンク編集の末尾に追加され
たと考えます。たとえば、上記のオブジェクトの参照を図示すると、次のようになります。

図   3-1 単一の dlopen() 要求

dlopen(3C) から入手されたオブジェクトによって要求されたシンボル検索は、影付きのブ
ロックで示しています。このシンボル検索は、動的実行可能プログラム prog から、最後の共有
オブジェクト C.so.1 へと進みます。

このシンボル検索は、読み込まれたオブジェクトに割り当てられた属性によって確立されます。
動的実行可能ファイルとそれと同時に読み込まれたすべての依存関係には、大域シンボル可
視性が割り当てられ、新しいオブジェクトにはワールドシンボルの検索範囲が割り当てられるこ
とを思い出してください。これによって、新しいオブジェクトは元のオブジェクト内を調べてシン
ボルを検索できます。また、新しいオブジェクトは、固有のグループを形成し、このグループ内で
は、各オブジェクトは局所シンボル可視性を持ちます。そのため、グループ内の各オブジェクト
は、ほかのグループメンバー内でシンボルを検索できます。

これらの新しいオブジェクトは、アプリケーションまたはアプリケーションの最初の依存関
係によって要求される、通常のシンボル検索には影響を与えません。たとえば、上記の
dlopen(3C) が実行されたあとで、A.so.1 に関数再配置が必要な場合、実行時リンカーの再
配置シンボルの通常の検索は、順に prog と A.so.1 で実施されます。B.so.1 または C.so.1
は検索されません。

このシンボル検索は、読み込まれたときにオブジェクトに割り当てられた属性によって実行さ
れます。ワールドシンボルの検索範囲が、動的実行可能プログラムとこれとともに読み込まれた
依存関係に割り当てられます。この検索範囲では、局所シンボル可視性だけを提供する新しい
オブジェクト内を検索できません。
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これらのシンボル検索とシンボル可視性の属性は、オブジェクト間の関係を保持します。これ
らの関係は、そのプロセスのアドレススペースへの投入とオブジェクト間の依存の関係に基づ
いています。指定された dlopen(3C) に関連したオブジェクトを固有のグループに割り当てる
ことにより、同じ dlopen(3C) と関連したオブジェクトだけが、グループ内のシンボルと、関連
する依存関係の中の検索ができます。

このオブジェクト間の関係を定義するという概念は、複数の dlopen(3C) を実行するアプリ
ケーション内では、より明確になります。たとえば、共有オブジェクト D.so.1 に次の依存関係が
あるとします。

$ ldd D.so.1

        E.so.1 =>         ./E.so.1

このとき、prog アプリケーションが、共有オブジェクト B.so.1 に加えてこの共有オブジェクトも
dlopen(3C) を使ってロードしたとします。次の図は、オブジェクト間のシンボル検索の関係を
示しています。

図   3-2 複数の dlopen() リクエスト

B.so.1 と D.so.1 の両方にシンボル foo の定義が組み込まれ、C.so.1 と E.so.1 にこのシン
ボルを必要とする再配置が組み込まれているとします。固有のグループに対するオブジェクト
の関係によって、C.so.1 は B.so.1 の定義に結合され、E.so.1 は D.so.1 の定義に結合され
ます。このメカニズムは、dlopen(3C) への複数の呼び出しにより入手されたオブジェクトの
もっとも直感的な結合を提供するためのものです。
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オブジェクトが、前述した処理の進行の中で使用される場合、それぞれの dlopen(3C) が
実施された順序は、結果として発生するシンボル結合には影響しません。ただし、複数のオブ
ジェクトに共通の依存関係がある場合は、結果の結び付きは、dlopen(3C) 呼び出しが実行
された順序の影響を受けます。

次に、同じ共通依存関係を持つ共有オブジェクト O.so.1 と P.so.1 の例を示します。

$ ldd O.so.1

        Z.so.1 =>        ./Z.so.1

$ ldd P.so.1

        Z.so.1 =>        ./Z.so.1

この例では、prog アプリケーションは、各共有オブジェクトに dlopen(3C) を使用しています。
共有オブジェクト Z.so.1 が、O.so.1 と P.so.1 両方の共通依存関係であるため、Z.so.1 は 2
つの dlopen(3C) 呼び出しに関連する両方のグループに割り当てられます。この依存関係を
次の図に示します。

図   3-3 共通依存関係を伴う複数の dlopen() 要求

この結果、O.so.1 と P.so.1 の両方がシンボルの検索に Z.so.1 を使用できます。ここで重要
なのは、dlopen(3C)の順序に限って言えば、Z.so.1 も O.so.1 と P.so.1 の両方の中でシン
ボルを検索できることです。

そのため、O.so.1 と P.so.1 の両方に、Z.so.1 の再配置に必要なシンボル foo の定義が組み
込まれている場合、実際に発生する結び付きを予期することはできません。それは、この結び
付きが dlopen(3C) 呼び出しの順序の影響を受けるからです。シンボル foo の機能が、シン
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ボルが定義されている 2 つの共有オブジェクト間で異なる場合、Z.so.1 でコードを実行したす
べての結果は、アプリケーションの dlopen(3C) の順序によって異なる可能性があります。

大域オブジェクトの定義

dlopen(3C) で取得されるオブジェクトにデフォルトで割り当てられる局所シンボル可
視性を大域に拡張するには、モード引数に RTLD_GLOBAL フラグを指定します。このモードで
は、dlopen(3C) によって入手されたオブジェクトは、シンボルを配置するための、ワールドシン
ボル検索範囲が指定されたほかのオブジェクトによって使用されることができます。

また、RTLD_GLOBAL フラグが指定された dlopen(3C) によって入手されたオブジェクト
は、dlopen() (値 0 のパス名を指定) を使用したシンボル検索にも使用できます。

注記 - グループのメンバーが、局所シンボルの可視性を定義しており、かつ大域シンボルの可
視性を定義するほかのグループによって参照されている場合、オブジェクトの可視性は局所と
大域の両方を連結したものになります。この後大域グループの参照が削除されても、この格上
げされた属性はそのまま残ります。

グループの分離

dlopen(3C) で取得されるオブジェクトにデフォルトで割り当てられるワールドシンボル検索
範囲をグループに縮小するには、モード引数に RTLD_GROUP フラグを指定します。このモードで
は、dlopen(3C) によって入手されたオブジェクトは、そのオブジェクト固有のグループ内でし
かシンボルの検索ができません。

リンカーの -B group オプションを使用して構築したオブジェクトには、グループのシンボル検索
範囲を割り当てることができます。

注記 - グループのメンバーがグループの検索要件を定義しており、かつワールド検索要件を定義
する別のグループによって参照されている場合、オブジェクトの検索要件はグループとワールド
の両方を連結したものになります。この後ワールドグループの参照が削除されても、この格上げ
された属性はそのまま残ります。

オブジェクト階層

最初のオブジェクトが dlopen(3C) によって入手され、dlopen() を使用してセカンダリオブ
ジェクトを開いた場合、両方のオブジェクトは同じ固有のグループに割り当てられます。これに
より、オブジェクトが互いにシンボルを配置し合うことを防ぐことができます。
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実装の中には、最初のオブジェクトの場合、シンボルをセカンダリオブジェクトの再配置用に
エクスポートする必要がある場合もあります。この必要条件は、次の 2 つのメカニズムのいず
れかによって満たすことができます。

■ 最初のオブジェクトを 2 番目のオブジェクトの明示的な依存関係にする。
■ セカンダリオブジェクトに対する dlopen(3C) で RTLD_PARENT モードフラグを使用します。

最初のオブジェクトをセカンダリオブジェクトの明示的な依存関係にした場合、これはセカンダ
リオブジェクトのグループにも割り当てられます。そのため、最初のオブジェクトは、セカンダリ
オブジェクトの再配置に必要なシンボルも提供できます。

多くのオブジェクトが dlopen(3C) を使って 2 番目のオブジェクトを開くことができ、かつ
それらの初期オブジェクトがセカンダリオブジェクトの再配置を満たすために同じシンボ
ルをエクスポートしなければならない場合、そのセカンダリオブジェクトに明示的な依存関
係を割り当てることはできません。この場合、セカンダリオブジェクトの dlopen(3C) モード
は、RTLD_PARENT フラグを使用して補強できます。このフラグによって、セカンダリオブジェクト
のグループが、明示的な依存関係が伝達されたのと同じ方法で、最初のオブジェクトに伝達さ
れます。

これら 2 つの手法の間には、小さな相違点が 1 つ存在します。明示的な依存関係を指定する
場合、その依存関係そのものは、セカンダリオブジェクトの dlopen(3C) 依存関係ツリーの一
部になるため、dlsym(3C) を使用したシンボル検索が可能になります。RTLD_PARENT を使用し
てセカンダリオブジェクトを入手する場合、最初のオブジェクトは、dlsym(3C) を使用したシン
ボルの検索に使用できるようにはなりません。

大域シンボル可視性を持つ初期オブジェクトが dlopen(3C) を使ってセカンダリオブ
ジェクトを取得する場合、RTLD_PARENT モードは冗長かつ無害になります。このような状態
は、dlopen(3C) がアプリケーションから呼び出されたとき、またはアプリケーションの中の依存
関係の 1 つから呼び出されたときに多く発生します。

新しいシンボルの入手
プロセスは、dlsym(3C) を使用すると特定のシンボルのアドレスを入手できます。この関数
は、ハンドルとシンボル名を取り、呼び出し元にそのシンボルのアドレスを戻します。ハンドルは、
次の方法でシンボルの検索を指示します。

■ 指定されたオブジェクトのハンドルが dlopen(3C) から返されます。このハンドルを使用
すると、指定したオブジェクトとその依存ツリーを構成するオブジェクト群からシンボルを入
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手できます。RTLD_FIRST モードを使用して戻されたハンドルの場合は、指定したオブジェク
トだけからシンボルを入手できます。

■ 値が 0 のパス名のハンドルが dlopen(3C) から返されます。このハンドルを使用する
と、関連づけられたリンクマップの開始オブジェクトと、その依存ツリーを構成するオブ
ジェクト群から、シンボルを入手できます。通常、開始オブジェクトは動的実行可能ファ
イルです。このハンドルを使用すると、関連付けられたリンクマップ上の、dlopen(3C) で
RTLD_GLOBAL モードを使用して読み込まれたすべてのオブジェクトからも、シンボルを入手
できます。RTLD_FIRST モードを使用して戻されたハンドルの場合は、関連づけられたリンク
マップ上の開始オブジェクトだけからシンボルを入手できます。

■ 特別なハンドル RTLD_DEFAULT と RTLD_PROBE を使えば、関連付けられたリンクマップの開
始元オブジェクトやその依存関係ツリーを定義するオブジェクトから、シンボルを取得で
きる。このハンドルを使用すると、呼び出し元と同じグループに属する、dlopen(3C) を使
用して読み込まれたオブジェクトからも、シンボルを入手できます。RTLD_DEFAULT または
RTLD_PROBE の使用は、呼び出し側のオブジェクトからのシンボル再配置の解決に使用す
るのと同じモデルに従います。

■ 特別なハンドル RTLD_NEXT を使えば、呼び出し元のリンクマップリスト上に存在する次の関
連オブジェクトから、シンボルを取得できる。

次に、一般的なケースを示します。この例では、アプリケーションはそのアドレス空間に追加オブ
ジェクトを追加します。続いてアプリケーションは、dlsym(3C) を使用して関数シンボルまたは
データシンボルを見つけます。次に、アプリケーションは、これらのシンボルを使用して、これらの
新しいオブジェクト内で提供されるサービスを呼び出します。ファイル main.c には、次のコード
が含まれます。

#include    <stdio.h>

#include    <dlfcn.h>

int main()

{

        void *handle;

        int  *dptr, (*fptr)();

        if ((handle = dlopen("foo.so.1", RTLD_LAZY)) == NULL) {

                (void) printf("dlopen: %s\n", dlerror());

                return (1);

        }

        if (((fptr = (int (*)())dlsym(handle, "foo")) == NULL) ||

            ((dptr = (int *)dlsym(handle, "bar")) == NULL)) {

                (void) printf("dlsym: %s\n", dlerror());

                return (1);

        }
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        return ((*fptr)(*dptr));

}

シンボル foo と bar は、ファイル foo.so.1 内で検索された後で、このファイルに関連した依
存関係が検索されます。次に、関数 foo は、単一の引数 bar によって return() ステートメント
の一部として呼び出されます。

上記のファイル main.c を使用して構築されたアプリケーション prog には、次のような依存関
係があります。

$ ldd prog

        libc.so.1 =>     /lib/libc.so.1

dlopen(3C) で指定されたファイル名の値が 0 の場合、シンボル foo と bar が、まず prog
で検索され、次に /lib/libc.so.1 で検索されます。

ハンドルは、シンボル検索を開始するルートを示します。このルートから、検索メカニズムは
109 ページの「再配置シンボルの検索」で説明されているモデルと同じモデルに従います。

必要なシンボルが見つからない場合、dlsym(3C) は NULL 値を返します。この場
合、dlerror(3C) を使用すると、失敗した真の理由を表示できます。次の例では、アプリケー
ション prog はシンボル bar を配置できません。

$ prog

dlsym: ld.so.1: main: fatal: bar: can't find symbol

機能のテスト

特別なハンドル RTLD_DEFAULT と、RTLD_PROBE を使用すると、シンボルの有無を確認するため
にアプリケーションをテストできます。

RTLD_DEFAULT ハンドルは、実行時リンカーで使用される規則と同じものを使用して、呼び出し
元オブジェクトからのすべての参照を解決します。132 ページの「デフォルトのシンボル検
索モデル」を参照してください。このモデルの 2 つの特徴に注意をしてください。

■ 動的実行可能ファイルからの同じシンボル参照に一致するシンボル参照は、実行可
能ファイルからの参照に関連するプロシージャーリンクテーブルのエントリに結合されま
す。450 ページの「プロシージャーのリンクテーブル (プロセッサ固有)」を参照してくださ
い。動的リンクのこの動作によって、プロセス内のすべてのコンポーネントが、ある関数に対
して 1 つのアドレスを参照することが保証されます。
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■ プロセス内に現在読み込まれているオブジェクトの中でウィーク以外のシンボル参照を満
たすシンボル定義を検出できない場合は、遅延読み込みのフォールバックが開始されま
す。このフォールバックは、読み込まれる動的オブジェクトごとに繰り返され、保留中の遅延
読み込み可能オブジェクトを読み込んでシンボルの解決を試みます。このモデルは、依存
関係を完全には定義していなかったオブジェクトを補います。ただし、これにより遅延読み
込みのメリットが損なわれることがあります。再配置シンボルが見つからない場合に、不必
要なオブジェクトが読み込まれたり、すべての遅延読み込み可能オブジェクトが完全に読
み込まれたりする可能性があります。

RTLD_PROBE は RTLD_DEFAULT と同様のモデルに従いますが、RTLD_DEFAULT で説明した 2 つ
の点が異なります。RTLD_PROBE は明示的なシンボル定義に結合するだけであり、実行可能
ファイル内のプロシージャーリンクテーブルのエントリに結合されません。また、RTLD_PROBE では
完全な遅延読み込みフォールバックは起動されません。既存プロセス内でシンボルの有無を
検出するには、RTLD_PROBE フラグを使用するのが最適です。

RTLD_DEFAULT と RTLD_PROBE はともに明示的な遅延読み込みを起動できます。オブジェクト
は関数を参照でき、その参照は遅延読み込み可能な依存関係を介して確立できます。この関
数を呼び出す前に、RTLD_DEFAULT または RTLD_PROBE を使用すると関数の有無をテストできま
す。オブジェクトはこの関数を参照しているため、関連する遅延依存関係を読み込む試みが最
初に行われます。次に、RTLD_DEFAULT と RTLD_PROBE の規則に従って関数に結合されます。次
の例では、RTLD_PROBE の呼び出しを使用して、遅延読み込みのトリガーと、依存関係が存在す
る場合に、読み込まれた依存関係に結合します。

void foo()

{

        if (dlsym(RTLD_PROBE, "foo1")) {

                foo1(arg1);

                foo2(arg2);

                ....

}

機能性をテストするモデルを、堅牢で柔軟なモデルにするには、関連する遅延依存関係に明示
的に deferred とタグ付けしてください。118 ページの「dlopen() の代替手段の提供」を参
照してください。このタグ付けによって、実行時に遅延依存関係を変更する手段も提供されま
す。

Weak Symbolsで説明したように、RTLD_DEFAULT または 47 ページの「ウィークシンボル」 を使用
すると、未定義のウィーク参照の使用に代わる、より堅牢な手段が提供されます。
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割り込みの使用

特別なハンドル RTLD_NEXT を使用すると、アプリケーションは、シンボルの範囲内で次のシンボ
ルの場所を見つけることができます。たとえば、アプリケーション prog に次のようなコードフラグ
メントが組み込まれているとします。

        if ((fptr = (int (*)())dlsym(RTLD_NEXT, "foo")) == NULL) {

                 (void) printf("dlsym: %s\n", dlerror());

                 return (1);

        }

        return ((*fptr)());

この場合、foo は、prog に関連する共有オブジェクト (この例では /lib/libc.so.1) 内で検索
されます。このコード部分がFigure 3–1 に示されている例のファイル 図3-1「単一の dlopen()
要求」 に含まれている場合、foo は C.so.1 でのみ検索されます。

RTLD_NEXT を使用することによって、シンボル割り込みを活用できます。たとえば、オブジェクト
内の関数は、オブジェクトの前に付けて割り込みでき、これにより、元の関数の処理を補強でき
ます。たとえば、次のコードフラグメントを共有オブジェクト malloc.so.1 内に配置します。

#include    <sys/types.h>

#include    <dlfcn.h>

#include    <stdio.h>

void *

malloc(size_t size)

{

        static void *(*fptr)() = 0;

        char        buffer[50];

        if (fptr == 0) {

                fptr = (void *(*)())dlsym(RTLD_NEXT, "malloc");

                if (fptr == NULL) {

                        (void) printf("dlopen: %s\n", dlerror());

                        return (NULL);

                }

        }

        (void) sprintf(buffer, "malloc: %#x bytes\n", size);

        (void) write(1, buffer, strlen(buffer));

        return ((*fptr)(size));

}

malloc.so.1 は、malloc(3C) が通常存在するシステムライブラリ /lib/libc.so.1 の前に割
り込ませることができます。こうすれば、malloc() に対するすべての呼び出しは、本来の関数
が呼ばれて割り当てを行う前に、割り込まれます。

$ cc -o malloc.so.1 -G -K pic malloc.c

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Amalloc-3c
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$ cc -o prog file1.o file2.o .... -R. malloc.so.1

$ prog

malloc: 0x32 bytes

malloc: 0x14 bytes

....

あるいは、次のコマンドを使っても、上記と同じ割り込みを実行できます。

$ cc -o malloc.so.1 -G -K pic malloc.c

$ cc -o prog main.c

$ LD_PRELOAD=./malloc.so.1  prog

malloc: 0x32 bytes

malloc: 0x14 bytes

....

注記 - 割り込みテクニックを使用する場合、反復する可能性がある処理には注意が必要で
す。前術の例では、printf(3C) を直接使用する代わりに sprintf(3C) を使用して診断
メッセージの書式設定を行なっていますが、これは、printf(3C) が使用する可能性のある
malloc(3C) に起因する再帰を回避するためです。

動的実行可能プログラムまたはあらかじめ読み込まれたオブジェクト内で RTLD_NEXT を使用
することにより、予測可能な割り込みテクニックが使用できます。ただし、このテクニックを汎用
オブジェクトの依存関係内で使用する場合には、実際に読み込まれる順番が必ず予測できる
とは限らないため、注意が必要です。

デバッグ支援

Oracle Solaris 実行時リンカーには、デバッグライブラリとデバッグを行う mdb(1) モジュール
が備わっています。デバッギングライブラリを使用すると、実行時のリンクプロセスをより詳細に
監視できます。mdb(1) モジュールを使用すると、プロセスのデバッグを対話形式で行うことが
できます。

機能のデバッグ
実行時リンカーには、アプリケーションの実行時リンクとその依存関係を詳細に追跡できるデ
バッグ機能が備わっています。この機能によって表示される情報の種類は変更されない予定
です。ただし、この情報の正確な形式は、リリースごとに若干変更される場合があります。

実行時リンカーをよく理解していないと、デバッギング出力のなかには理解できないものがある
可能性があります。しかし、多くのものが一般的な関心を惹くものでしょう。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Aprintf-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Asprintf-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Aprintf-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Amalloc-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1mdb-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1mdb-1
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デバッグを有効にするには、環境変数 LD_DEBUG を使用します。デバッグのすべての出力の前
に、処理識別子が追加されます。この環境変数は、1 つまたは複数のトークンを使用して、必要
なデバッギングタイプを示す必要があります。

LD_DEBUG で使用可能なトークンを表示するには、LD_DEBUG=help を使用します。

$ LD_DEBUG=help  prog

prog は任意の動的実行可能ファイルです。制御が prog に移る前に、このプロセスはヘルプ
情報を表示して終了します。実行可能ファイルの選択は重要ではありません。

デフォルトでは、すべてのデバッグ出力が標準エラー出力ファイルである stderr に送られま
す。output トークンを使用すると、ファイルにデバッグを出力できます。たとえば、名前が rtld-
debug.txt のファイルにヘルプテキストを取り込むことができます。

$ LD_DEBUG=help,output=rtld-debug.txt  prog

また、デバッグ出力は環境変数 LD_DEBUG_OUTPUT を設定することによってリダイレクトできま
す。LD_DEBUG_OUTPUT が使用された場合、処理識別子が接尾辞として出力ファイル名に追加
されます。

LD_DEBUG_OUTPUT と output のトークンが両方指定された場合、LD_DEBUG_OUTPUT が優先され
ます。LD_DEBUG_OUTPUT と output のトークンが両方指定された場合、LD_DEBUG_OUTPUT が優
先されます。fork(2) を呼び出すプログラムで output トークンを使用すると、それぞれのプロ
セスで同じファイルにデバッグ出力を書き込むことになります。デバッグ出力は順序に規則性
がなく、不完全なものになります。このような場合には、LD_DEBUG_OUTPUT を使用して、個別の
ファイルに各プロセスのデバッグ出力を指定してください。

セキュアなアプリケーションのデバッギングは実行できません。

実行時に発生するシンボル結合の表示機能は、もっとも有効なデバッギングオプションの 1
つです。次の例では、2 つのローカル共有オブジェクト上に依存関係を持つ、非常に単純な動
的実行可能プログラムを取り上げてみます。

$ cat bar.c

int bar = 10;

$ cc -o bar.so.1 -K pic -G bar.c

$ cat foo.c

int foo(int data)

{

return (data);

}

$ cc -o foo.so.1 -K pic -G foo.c

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2fork-2
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$ cat main.c

extern int foo();

extern int bar;

int main()

{

        return (foo(bar));

}

$ cc -o prog main.c -R/tmp:. foo.so.1 bar.so.1

実行時シンボル結合は、LD_DEBUG=bindings を設定することによって表示されます。

$ LD_DEBUG=bindings  prog

11753: ....

11753: binding file=prog to file=./bar.so.1: symbol bar

11753: ....

11753: transferring control: prog

11753: ....

11753: binding file=prog to file=./foo.so.1: symbol foo

11753: ....

即時再配置で必要とされるシンボル bar は、アプリケーションが制御を取得する前に結合され
ます。これに対して、遅延再配置で要求されたシンボル foo は、アプリケーションが制御を受け
取った後、関数が最初に呼び出されたときに結合されます。この再配置は、遅延結合のデフォ
ルトモードを示しています。環境変数 LD_BIND_NOW が設定されている場合、シンボル結合はす
べて、アプリケーションが制御を受け取る前に実行されます。

LD_DEBUG=bindings,detail と設定すると、実際の結合位置の実アドレスと相対アドレスに関
する追加情報が表示されます。

LD_DEBUG を使用すれば、検索パスの使用状況を表示できます。たとえば、依存関係の配置に
使用される検索パスのメカニズムは、次のように LD_DEBUG=libs を設定して表示できます。

$ LD_DEBUG=libs  prog

11775:

11775: find object=foo.so.1; searching

11775:  search path=/tmp:.  (RUNPATH/RPATH from file prog)

11775:  trying path=/tmp/foo.so.1

11775:  trying path=./foo.so.1

11775:

11775: find object=bar.so.1; searching

11775:  search path=/tmp:.  (RUNPATH/RPATH from file prog)

11775:  trying path=/tmp/bar.so.1

11775:  trying path=./bar.so.1

11775: ....

アプリケーション prog 内に記録された実行パスは、2 つの依存関係 foo.so.1 と bar.so.1 の
検索に影響を与えます。
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これと同様の方法で、各シンボルを検索する検索パスは、LD_DEBUG=symbols を設定して表示
できます。symbols と bindings を組み合わせれば、シンボル再配置処理の全容を把握できま
す。

$ LD_DEBUG=bindings,symbols  prog

11782: ....

11782: symbol=bar;  lookup in file=./foo.so.1  [ ELF ]

11782: symbol=bar;  lookup in file=./bar.so.1  [ ELF ]

11782: binding file=prog to file=./bar.so.1: symbol bar

11782: ....

11782: transferring control: prog

11782: ....

11782: symbol=foo;  lookup in file=prog  [ ELF ]

11782: symbol=foo;  lookup in file=./foo.so.1  [ ELF ]

11782: binding file=prog to file=./foo.so.1: symbol foo

11782: ....

上記の例では、シンボル bar は、アプリケーション prog 内では検索されません。このようにデー
タ参照検索が省略される原因は、コピーの再配置時に使用される最適化にあります。この再配
置タイプの詳細については、208 ページの「コピー再配置」を参照してください。

デバッガモジュール

デバッガモジュールは、mdb(1) にロードできる一群の dcmds および walkers を提供します。デ
バッガモジュールを使用すると、実行時リンカーのさまざまな内部データ構造を検査できます。こ
のデバッグ情報の多くを理解するには、実行時リンカー内部に関する知識が必要です。こうし
た内部の情報は、リリースごとに異なる可能性があります。しかし、これらの情報は、動的にリン
クされたプロセスの基本的なコンポーネントを明らかにし、さまざまなデバッグを助けます。

次の例に、mdb(1) とデバッガモジュールを使用したいくつかのシナリオを示します。

$ cat main.c

#include    <dlfnc.h>

int main()

{

        void *handle;

        void (*fptr)();

        if ((handle = dlopen("foo.so.1", RTLD_LAZY)) == NULL)

                return (1);

        if ((fptr = (void (*)())dlsym(handle, "foo")) == NULL)

                return (1);

        (*fptr)();

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1mdb-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1mdb-1
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        return (0);

}

$ cc -o main main.c -R.

mdb(1) がデバッガモジュール ld.so を自動的に読み込まなかった場合は、明示的に読み込ん
でください。これでデバッガモジュールの機能を検査できます。

$ mdb main

> ::load ld.so

> ::dmods -l ld.so

ld.so

-----------------------------------------------------------------

  dcmd Bind                 - Display a Binding descriptor

  dcmd Callers              - Display Rt_map CALLERS binding descriptors

  dcmd Depends              - Display Rt_map DEPENDS binding descriptors

  dcmd ElfDyn               - Display Elf_Dyn entry

  dcmd ElfEhdr              - Display Elf_Ehdr entry

  dcmd ElfPhdr              - Display Elf_Phdr entry

  dcmd Groups               - Display Rt_map GROUPS group handles

  dcmd GrpDesc              - Display a Group Descriptor

  dcmd GrpHdl               - Display a Group Handle

  dcmd Handles              - Display Rt_map HANDLES group descriptors

  ....

> ::bp main

> :r

プロセス内の動的オブジェクトは、リンクマップ Rt_map として表現され、このリンクマップは、リ
ンクマップリスト上で管理されています。プロセスのすべてのリンクマップは、Rt_maps を使用し
て表示できます。

> ::Rt_maps

Link-map lists (dynlm_list): 0xffbfe0d0

----------------------------------------------

  Lm_list: 0xff3f6f60  (LM_ID_BASE)

  ----------------------------------------------

    lmco        rtmap       ADDR()     NAME()

    ----------------------------------------------

    [0xc]       0xff3f0fdc 0x00010000 main

    [0xc]       0xff3f1394 0xff280000 /lib/libc.so.1

  ----------------------------------------------

  Lm_list: 0xff3f6f88  (LM_ID_LDSO)

  ----------------------------------------------

    [0xc]       0xff3f0c78 0xff3b0000 /lib/ld.so.1

個々のリンクマップは、Rt_map を使用して表示できます。

> 0xff3f9040::Rt_map

Rt_map located at: 0xff3f9040

     NAME: main

 PATHNAME: /export/home/user/main

     ADDR: 0x00010000         DYN: 0x000207bc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1mdb-1
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     NEXT: 0xff3f9460        PREV: 0x00000000

      FCT: 0xff3f6f18    TLSMODID:          0

     INIT: 0x00010710        FINI: 0x0001071c

   GROUPS: 0x00000000     HANDLES: 0x00000000

  DEPENDS: 0xff3f96e8     CALLERS: 0x00000000

....

オブジェクトの .dynamic セクションは、ElfDyn dcmd を使用して表示できます。次の例は、最初
の 4 つのエントリを表示しています。

> 0x000207bc,4::ElfDyn

Elf_Dyn located at: 0x207bc

    0x207bc  NEEDED       0x0000010f

Elf_Dyn located at: 0x207c4

    0x207c4  NEEDED       0x00000124

Elf_Dyn located at: 0x207cc

    0x207cc  INIT         0x00010710

Elf_Dyn located at: 0x207d4

    0x207d4  FINI         0x0001071c

mdb(1) は、遅延ブレークポイントを設定するときにとても有用です。この例では、関数 foo() に
対するブレークポイントが有用です。ただし、foo.so.1 に対して dlopen(3C) が実行されるま
では、このシンボルはデバッガにとって未知です。遅延ブレークポイントを設定すると、動的オブ
ジェクトが読み込まれたときに、実ブレークポイントが設定されます。

> ::bp foo.so.1`foo

> :c

> mdb: You've got symbols!

> mdb: stop at foo.so.1`foo

mdb: target stopped at:

foo.so.1`foo:   save      %sp, -0x68, %sp

この時点で、新しいオブジェクトが読み込まれました。

> *ld.so`lml_main::Rt_maps

lmco    rtmap       ADDR()     NAME()

----------------------------------------------

[0xc]   0xff3f0fdc 0x00010000 main

[0xc]   0xff3f1394 0xff280000 /lib/libc.so.1

[0xc]   0xff3f9ca4 0xff380000 ./foo.so.1

[0xc]   0xff37006c 0xff260000 ./bar.so.1

foo.so.1 のリンクマップは、dlopen(3C) から返されたハンドルを示しています。Handles を使
用すると、ハンドルの構造体を展開できます。

> 0xff3f9ca4::Handles -v

HANDLES for ./foo.so.1

----------------------------------------------

  HANDLE: 0xff3f9f60 Alist[used 1: total 1]

  ----------------------------------------------

    Group Handle located at: 0xff3f9f28

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1mdb-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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    ----------------------------------------------

    owner:               ./foo.so.1

    flags: 0x00000000    [ 0 ]

   refcnt:          1    depends: 0xff3f9fa0 Alist[used 2: total 4]

    ----------------------------------------------

    Group Descriptor located at: 0xff3f9fac

       depend: 0xff3f9ca4    ./foo.so.1

        flags: 0x00000003    [ AVAIL-TO-DLSYM,ADD-DEPENDENCIES ]

    ----------------------------------------------

    Group Descriptor located at: 0xff3f9fd8

       depend: 0xff37006c    ./bar.so.1

        flags: 0x00000003    [ AVAIL-TO-DLSYM,ADD-DEPENDENCIES ]

ハンドルの依存関係は、dlsym(3C) リクエストを満たすハンドルのオブジェクトを表現するリン
クマップのリストです。この例では、依存関係は foo.so.1 と bar.so.1 です。

注記 - 上の例は、デバッガモジュールの機能の基礎的な紹介になっていますが、正確なコマン
ド、使用方法、および出力は、リリースごとに異なる可能性があります。使用しているシステムで
利用できる正確な機能については、mdb(1) の使用方法およびヘルプを参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1mdb-1
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 4 ♦  ♦  ♦        第    4    章 

共有オブジェクト

共有オブジェクトは、リンカーによって作成される出力形式の 1 つであり、-G オプションを指定
して生成されます。次の例では、共有オブジェクト libfoo.so.1 は、入力ファイル foo.c から
生成されます。

$ cc -o libfoo.so.1 -G -K pic foo.c

共有オブジェクトとは、1 つまたは複数の再配置可能なオブジェクトから生成される分割でき
ないユニットです。共有オブジェクトは、動的実行可能ファイルと結合して「実行可能」プロセス
を形成することができます。共有オブジェクトは、その名前が示すように、複数のアプリケーショ
ンによって共有できます。このように共有オブジェクトの影響力は非常に大きくなる可能性が
あるため、この章では、リンカーのこの出力形式について前の章よりも詳しく説明します。

共有オブジェクトを動的実行可能ファイルやほかの共有オブジェクトに結合するには、まず共
有オブジェクトが必要な出力ファイルのリンク編集に使用可能でなければなりません。このリン
ク編集中、入力共有オブジェクトはすべて、作成中の出力ファイルの論理アドレス空間に追加
された場合のように解釈されます。共有オブジェクトのすべての機能が、出力ファイルにとって
使用可能になります。

入力された共有オブジェクトはすべて、この出力ファイルの依存関係になります。出力ファイル
内には、この依存関係を記述するための少量の登録情報が保持されます。実行時リンカーは、
この情報を解釈し、「実行可能」プロセス作成の一部として、これらの共有オブジェクトの処理を
完了します。

次のセクションでは、コンパイル環境と実行時環境内での共有オブジェクトの使用法について
詳しく説明します。これらの環境については、19 ページの「実行時リンク」を参照してください。
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命名規約

リンカーも実行時リンカーも、ファイル名によるファイルの解釈は行いません。ファイルはすべて
検査されて、その ELF タイプが判定されます (332 ページの「ELF ヘッダー」 を参照)。この
情報から、リンカーはファイルの処理条件を推定します。ただし、共有オブジェクトは通常、コン
パイル環境または実行時環境のどちらの一部として使用されるかによって、2 つの命名規約の
うちどちらかに従います。

共有オブジェクトは、コンパイル環境の一部として使用される場合、リンカーによって読み取ら
れて処理されます。これらの共有オブジェクトは、リンカーに渡されるコマンドの一部として、明
示的なファイル名で指定できますが、多くの場合 -l オプションを使用してリンカーのライブラリ
検索機能を利用します。30 ページの「共有オブジェクトの処理」を参照。

このリンカー処理に適用する共有オブジェクトには、接頭辞 lib と接尾辞 .so を指定する必
要があります。たとえば、/lib/libc.so は、コンパイル環境に使用できる標準 C ライブラリの
共有オブジェクト表現です。規則によって、64 ビットの共有オブジェクトは、64 と呼ばれる lib
ディレクトリのサブディレクトリに置かれます。たとえば、/lib/libc.so.1 の64 ビット版は、/
lib/64/libc.so.1 です。

共有オブジェクトは、実行時環境の一部として使用される場合、実行時リンカーによって読み
取られて処理されます。幾世代にも渡って公開される共有オブジェクトのインタフェースを変更
できるようにするには、共有オブジェクトをバージョン番号の付いたファイル名にします。

バージョン付きファイル名は、通常、.so 接尾辞の後にバージョン番号が続くという形式をとりま
す。たとえば、/lib/libc.so.1 は、実行時環境で使用可能な標準 C ライブラリのバージョン 1
の共有オブジェクト表示です。

共有オブジェクトが、コンパイル環境内での使用をまったく目的としていない場合は、慣習的な
lib 接頭辞をその名前に付けないことがあります。このカテゴリに属する共有オブジェクトの例
には、dlopen(3C) だけに使用されるオブジェクトがあります。実際のファイルタイプを示すた
めに、接頭辞 .so は付けることを推奨します。また、一連のソフトウェアリリースで共有オブジェ
クトの正しい結合を行うためにはバージョン番号も必要です。バージョン番号の付け方について
は、第9章「インタフェースおよびバージョン管理」を参照してください。

注記 - dlopen(3C) で使用される共有オブジェクト名は通常、名前に「/」が付かない単純ファ
イル名として表されます。実行時リンカーは、この規則を使用して、実際のファイルを検索できま
す。詳細は、115 ページの「追加オブジェクトのロード」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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共有オブジェクト名の記録

動的実行可能ファイルまたは共有オブジェクトでの依存関係の記録は、デフォルトでは、関連
する共有オブジェクトがリンカーによって参照されるときのファイル名になります。たとえば、次
の動的実行可能ファイルは、同じ共有オブジェクト libfoo.so に対して構築されますが、同じ
依存関係の解釈は異なります。

$ cc -o ../tmp/libfoo.so -G foo.o

$ cc -o prog main.o -L../tmp -lfoo

$ elfdump -d prog | grep NEEDED

     [1]  NEEDED        0x123         libfoo.so.1

$ cc -o prog main.o ../tmp/libfoo.so

$ elfdump -d prog | grep NEEDED

     [1]  NEEDED        0x123         ../tmp/libfoo.so

$ cc -o prog main.o /usr/tmp/libfoo.so

$ elfdump -d prog | grep NEEDED

     [1]  NEEDED        0x123         /usr/tmp/libfoo.so

上記の例が示すように、依存関係を記録するこのメカニズムでは、コンパイル手法の違いに
よって不一致が生じる可能性があります。また、リンク編集中に参照される共有オブジェクトの
位置が、インストールされたシステムでの共有オブジェクトの最終的な位置と異なる場合があ
ります。依存関係を指定するより一貫した手法として、共有オブジェクトは、それぞれの内部に
ファイル名を記録できます。共有オブジェクトは、このファイル名によって実行時に参照されま
す。

共有オブジェクトのリンク編集中、-h オプションを使用すると、その実行時名を共有オブジェク
ト自体に記録できます。次の例では、共有オブジェクトの実行時名 libfoo.so.1 は、ファイル
自体に記録されます。この識別名は、「soname」と呼ばれます。

$ cc -o ../tmp/libfoo.so -G -K pic -h libfoo.so.1 foo.c

次の例は、elfdump(1) を使用して SONAME タグを持つエントリを参照し、soname の記録を表
示する方法を示しています。

$ elfdump -d ../tmp/libfoo.so | grep SONAME

     [1]  SONAME        0x123         libfoo.so.1

リンカーが「soname」を含む共有オブジェクトを処理する場合、生成中の出力ファイル内に依存
関係として記録されるのはこの名前です。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
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前の例から動的実行可能ファイル prog を作成しているときに、この新しいバージョンの
libfoo.so が使用されると、実行可能ファイルを作成するための 3 つの方式すべてによって同
じ依存関係が記録されます。

$ cc -o prog main.o -L../tmp -lfoo

$ elfdump -d prog | grep NEEDED

     [1]  NEEDED        0x123         libfoo.so

$ cc -o prog main.o ../tmp/libfoo.so

$ elfdump -d prog | grep NEEDED

     [1]  NEEDED        0x123         libfoo.so

$ cc -o prog main.o /usr/tmp/libfoo.so

$ elfdump -d prog | grep NEEDED

     [1]  NEEDED        0x123         libfoo.so

上記の例では、-h オプションは、単純 (simple) ファイル名を指定するために使用されます。つ
まり、名前に「/」が付きません。この規約では、実行時リンカーが規則を使用して実際のファイ
ルを検索できます。詳細は、104 ページの「共有オブジェクトの依存関係の検索」を参照してく
ださい。

アーカイブへの共有オブジェクトの取り込み

共有オブジェクトに「soname」を記録するメカニズムは、共有オブジェクトがアーカイブライブラ
リから処理される場合に重要です。

アーカイブは、1 つまたは複数の共有オブジェクトから構築し、動的実行可能ファイルまたは
共有オブジェクトを生成するために使用できます。共有オブジェクトは、リンク編集の要件を満
たすためにアーカイブから抽出できます。作成中の出力ファイルに連結される再配置可能オブ
ジェクトの処理とは違って、アーカイブから抽出された共有オブジェクトは、すべて依存関係と
して記録されます。アーカイブ抽出の条件の詳細については、29 ページの「アーカイブ処理」を
参照してください。

アーカイブメンバーの名前はリンカーによって構築されて、アーカイブ名とアーカイブ内のオブ
ジェクトの連結になります。次に例を示します。

$ cc -o libfoo.so.1 -G -K pic foo.c

$ ar -r libfoo.a libfoo.so.1

$ cc -o main main.o libfoo.a

$ elfdump -d main | grep NEEDED

     [1]  NEEDED        0x123         libfoo.a(libfoo.so.1)
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この連結名を持つファイルが実行時に存在することはほとんどないため、共有オブジェクト内
に「soname」を与える方法が、依存関係の有意な実行時ファイル名を生成する唯一の手段で
す。

注記 - 実行時リンカーは、アーカイブからオブジェクトを抽出しません。したがって、この例では、
必要な共有オブジェクト依存関係をアーカイブから抽出して、実行時環境で使用できるように
します。

記録名の競合

共有オブジェクトが動的実行可能ファイルまたは別の共有オブジェクトを作成するために使用
される場合、リンカーはいくつかの整合性検査を実行します。これらの検査により、出力ファイル
内に記録される依存関係名すべてが一意となります。

リンク編集への入力ファイルとして使用される 2 つの共有オブジェクトがどちらも同じ
「soname」を含んでいる場合、依存関係名の衝突が発生する可能性があります。次に例を示し
ます。

$ cc -o libfoo.so -G -K pic -h libsame.so.1 foo.c

$ cc -o libbar.so -G -K pic -h libsame.so.1 bar.c

$ cc -o prog main.o -L. -lfoo -lbar

ld: fatal: recording name conflict: file './libfoo.so' and \

    file './libbar.so' provide identical dependency names: libsame.so.1

記録された「soname」を持たない共有オブジェクトのファイル名が、同じリンク編集中に使用さ
れた別の共有オブジェクトの「soname」に一致する場合にも、同様のエラー状態が発生します。

生成中の共有オブジェクトの実行時名が、その依存関係の 1 つに一致する場合にも、リンカー
は名前の衝突を報告します。

$ cc -o libbar.so -G -K pic -h libsame.so.1 bar.c -L. -lfoo

ld: fatal: recording name conflict: file './libfoo.so' and \

    -h option provide identical dependency names: libsame.so.1

依存関係を持つ共有オブジェクト
共有オブジェクトは独自の依存関係を持つことができます。104 ページの「実行時リンカーが
検索するディレクトリ」では、共有オブジェクトの依存関係を検索するために実行時リンカーが
使用する検索規則について説明しています。共有オブジェクトがデフォルト検索ディレクトリの
中にない場合、実行時リンカーに検索場所を明示的に指示する必要があります。32 ビットオブ
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ジェクトの場合、デフォルト検索ディレクトリは /lib と /usr/lib です。64 ビットオブジェクト
の場合、デフォルト検索ディレクトリは /lib/64 と /usr/lib/64 です。デフォルト以外の検索パ
スが必要なことを示すには、依存関係のあるオブジェクトに実行パスを記録する方法がお勧め
です。「実行パス」は、リンカーの -R オプションで記録できます。

次の例では、共有オブジェクト libfoo.so は、libbar.so に対する依存関係を持ちます。これ
は、実行時にディレクトリ/home/me/lib にあるものと予期されますが、ない場合はデフォルト位
置にあるものと予期します。

$ cc -o libbar.so -G -K pic bar.c

$ cc -o libfoo.so -G -K pic foo.c -R/home/me/lib -L. -lbar

$ elfdump -d libfoo.so | egrep "NEEDED|RUNPATH"

    [1]  NEEDED        0x123         libbar.so.1

    [2]  RUNPATH       0x456         /home/me/lib

共有オブジェクトでは、依存関係を検索するために必要な「実行パス」すべてを指定する必要が
あります。動的実行可能ファイルに指定された実行パスはすべて、動的実行可能ファイルの依
存関係を検索するためにだけ使用されます。これらの「実行パス」は、共有オブジェクトの依存
関係を検索するために使用されることはありません。

LD_LIBRARY_PATH ファミリの環境変数の範囲は、よりグローバルです。これらの変数を使用して
指定されたパス名はすべて、実行時リンカーによって、すべての共有オブジェクト依存関係を
検索するために使用されます。これらの環境変数は、実行時リンカーの検索パスに影響を与え
る一時的なメカニズムとして便利ですが、製品版ソフトウェアではできるだけ使用しないように
してください。詳細は、104 ページの「実行時リンカーが検索するディレクトリ」を参照してくださ
い。

依存関係の順序
動的実行可能ファイルと共有オブジェクトが同じ共通の共有オブジェクトに対して依存関係を
持つ場合は、オブジェクトが処理される順序が予測困難になる可能性があります。

たとえば、共有オブジェクトの開発者が、次の依存関係を持つ libfoo.so.1 を生成したものと
想定します。

$ ldd libfoo.so.1

        libA.so.1 =>     ./libA.so.1

        libB.so.1 =>     ./libB.so.1

        libC.so.1 =>     ./libC.so.1

この共有オブジェクトを使用して動的実行可能ファイル prog を作成し、libC.so.1 に対して明
示的な依存関係を定義すると、共有オブジェクトの順序は次のようになります。
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$ cc -o prog main.c -R. -L. -lC -lfoo

$ ldd prog

        libC.so.1 =>     ./libC.so.1

        libfoo.so.1 =>   ./libfoo.so.1

        libA.so.1 =>     ./libA.so.1

        libB.so.1 =>     ./libB.so.1

共有オブジェクト libfoo.so.1 の依存関係に対して指定した処理順序の要件は、動的実行
可能ファイル prog を構築した場合、保証されません。

シンボルの割り込みと .init セクションの処理を特に重要視する開発者は、共有オブジェクト
の処理順序でのこのような変更の可能性に注意する必要があります。

フィルタとしての共有オブジェクト

共有オブジェクトは、「フィルタ」として機能するように定義できます。この手法には、フィルタが
提供するインタフェースと、代替共有オブジェクトとの関連付けが含まれます。代替共有オブ
ジェクトは実行時に、「フィルタ」により提供される 1 つまたは複数のインタフェースを供給しま
す。この代替共有オブジェクトは 「フィルティー」と呼ばれます。「フィルティー」は、共有オブジェクト
と同じように構築されます。

フィルタ処理は、実行時環境からコンパイル環境を抽象化するメカニズムを提供します。リンク
編集時には、フィルタインタフェースに結合するシンボル参照は、フィルタシンボル定義に解決
されます。実行時には、フィルタインタフェースに結合するシンボル参照は代替共有オブジェク
トにリダイレクトできます。

共有オブジェクト内で定義される各インタフェースは、mapfile キーワードの FILTER または
AUXILIARY を使用することで、フィルタとして定義できます。また、特定の共有オブジェクトが提
供するすべてのインタフェースをフィルタとして定義することもできます。それには、リンカーの -F
または -f オプションを使用します。これらの手法は、一般に個別に使用されますが、同じ共有
オブジェクトの中で組み合わせることもできます。

フィルタ処理には、次に示す 2 つの形があります。

標準フィルタ処理
このフィルタ処理で必要となるのは、フィルタ処理対象のインタフェースのシンボルテーブ
ルエントリだけです。実行時には、「フィルティー」からフィルタシンボル定義の実装を提供す
る必要があります。
リンカーの mapfile キーワード FILTER またはリンカーの -F オプションを使用すると、インタ
フェースは標準フィルタとして機能するように定義されます。この mapfile キーワードまたは
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オプションは、実行時にシンボル定義を提供する必要がある 1 つ以上のフィルティーの名
前で修飾されます。
実行時に処理できない「フィルティー」はスキップされます。「フィルティー」内に標準フィルタシ
ンボルが見つからない場合も、「フィルティー」はスキップされます。どちらの場合も、フィルタに
より提供されるシンボル定義は、このシンボル検索を満たすためには使用されません。

補助フィルタ処理
このフィルタ処理は標準フィルタ処理と類似したメカニズムを提供しますが、補助フィルタ
インタフェースに対応するフォールバック実装がフィルタに含まれる点が異なります。実行
時には、「フィルティー」からシンボル定義の実装を提供できます。
リンカーの mapfile キーワード AUXILIARY を使用したり、リンカーの -f オプションを使
用したりすると、補助ファイルとして機能するようにインタフェースを定義できます。この
mapfile キーワードまたはオプションは、実行時にシンボル定義を提供できる 1 つ以上
のフィルティーの名前で修飾されます。
実行時に処理できない「フィルティー」はスキップされます。「フィルティー」内に補助フィルタシ
ンボルが見つからない場合も、「フィルティー」はスキップされます。どちらの場合も、フィルタに
より提供されるシンボル定義は、このシンボル検索を満たすために使用されます。

標準フィルタの生成

標準フィルタを生成するには、まずフィルタ処理を適用する「フィルティー」を定義する必要があり
ます。次の例では、シンボル foo と bar を提供する「フィルティー」filtee.so.1 を構築します。

$ cat filtee.c

char *bar = "defined in filtee";

char *foo()

{

        return("defined in filtee");

}

$ cc -o filtee.so.1 -G -K pic filtee.c

標準フィルタ処理は、2 つの方法のいずれかで実行できます。共有オブジェクトによって提
供されるすべてのインタフェースをフィルタとして宣言するには、リンカーの -F オプションを使
用します。フィルタとなる共有オブジェクトの個々のインタフェースを宣言するには、リンカーの
mapfile と FILTER キーワードを使用します。

次の例では、共有オブジェクト filter.so.1 がフィルタとして定義されています。filter.so.1
はシンボル foo と bar  を提供し、それ自体が「フィルティー」filtee.so.1 のフィルタです。この
例では、コンパイラドライバが -F オプションを解釈しないように、環境変数 LD_OPTIONS が使用
されています。
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$ cat filter.c

char *bar = NULL;

char *foo()

{

        return (NULL);

}

$ LD_OPTIONS='-F filtee.so.1' \

cc -o filter.so.1 -G -K pic -h filter.so.1 -R. filter.c

$ elfdump -d filter.so.1 | egrep "SONAME|FILTER"

     [2]  SONAME           0xee     filter.so.1

     [3]  FILTER           0xfb     filtee.so.1

動的実行可能ファイルまたは共有オブジェクトを作成する場合、リンカーは標準フィルタ
filter.so.1 を依存関係として参照できます。リンカーは、フィルタのシンボルテーブルの情報
を使用してシンボル解決を行います。しかし、実行時にフィルタのシンボルを参照すると、必
ず「フィルティー」filtee.so.1 がさらにロードされます。実行時リンカーはこの「フィルティー」を使用
して、filter.so.1 によって定義されたシンボルを解決します。この「フィルティー」が見つからな
いか、あるいは「フィルティー」内にフィルタシンボルが見つからない場合は、このシンボル検索で
そのフィルタはスキップされます。

たとえば、次の動的実行可能ファイル prog は、シンボル foo と bar を参照します。これらのシ
ンボルは、フィルタ filter.so.1 からのリンク編集中に解決されます。prog を実行すると、foo
と bar が、フィルタ filter.so.1 からではなく、「フィルティー」filtee.so.1 から取得されます。

$ cat main.c

extern char *bar, *foo();

void main()

{

        (void) printf("foo is %s: bar is %s\n", foo(), bar);

}

$ cc -o prog main.c -R. filter.so.1

$ prog

foo is defined in filtee: bar is defined in filtee

次の例では、共有オブジェクト filter.so.2 は、インタフェースの 1 つである foo を フィル
ティー filtee.so.1  上のフィルタとして定義します。

注記 - foo() にはソースコードが提供されていないため、mapfile キーワード FUNCTION を使用し
て foo 用のシンボルテーブルエントリが確実に作成されるようにします。

$ cat filter.c

char *bar = "defined in filter";

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {
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        global:

                foo     { TYPE=FUNCTION; FILTER=filtee.so.1 };

};

$ cc -o filter.so.2 -G -K pic -h filter.so.2 -M mapfile -R. filter.c

$ elfdump -d filter.so.2 | egrep "SONAME|FILTER"

     [2]  SONAME           0xd8     filter.so.2

     [3]  SUNW_FILTER      0xfb     filtee.so.1

$ elfdump -y filter.so.2 | egrep "foo|bar"

     [1]  F    [3] filtee.so.1      foo

    [10]  D        <self>           bar

実行時にフィルタのシンボル foo を参照すると、必ず「フィルティー」filtee.so.1 がさらに読み
込まれます。実行時リンカーは、「フィルティー」を使用して、filter.so.2 が定義したシンボル foo
だけを解決します。シンボル bar への参照は、 filter.so.2 からのシンボルを常に使用し、こ
のシンボルに対して「フィルティー」処理は定義されません。

たとえば、次の動的実行可能ファイル prog は、フィルタ filter.so.2 からのリンク編
集中に解決されるシンボル foo と bar を参照します。prog の実行により、foo が「フィル
ティー」filtee.so.1 から取得され、bar がフィルタ filter.so.2 から取得されます。

$ cc -o prog main.c -R. filter.so.2

$ prog

foo is defined in filtee: bar is defined in filter

これらの例では、「フィルティー」filtee.so.1 がフィルタに一意に関連付けられています。このた
め、prog を実行した結果読み込まれる可能性があるほかのオブジェクトからのシンボル参照
を満たすために、「フィルティー」を使用することができません。

標準フィルタは、既存の共有オブジェクトのサブセットインタフェースを定義するための便利な
メカニズムを提供します。標準フィルタは、多数の既存の共有オブジェクトに及ぶインタフェー
スグループを作成します。標準フィルタはまた、インタフェースをその実装にリダイレクトする手
段も提供します。いくつかの標準フィルタが、Oracle Solaris OS で使用されています。

/lib/libxnet.so.1 フィルタは、複数の「フィルティー」を使用します。このライブラリは、/lib/
libsocket.so.1、  /lib/libnsl.so.1、および /lib/libc.so.1 から、ソケットと XTI インタ
フェースを提供します。

libc.so.1 は、実行時リンカーへのインタフェースフィルタを定義します。これらのインタフェース
は、libc.so.1 のコンパイル環境で参照されるシンボルとld.so.1(1)の実行時環境内で作り
出される実際の実装結合間の抽象化を提供します。

libnsl.so.1 は、標準フィルタgethostname(3C)を libc.so.1 に対して定義しま
す。以前は、libnsl.so.1 も libc.so.1 もこのシンボルの同じ実装を提供していまし

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld.so.1-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Agethostname-3c
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た。libnsl.so.1 をフィルタとして設定することで、gethostname() の実装は 1 つだけ必要とな
ります。libnsl.so.1 は継続して gethostname() をエクスポートするため、このライブラリインタ
フェースも以前のリリースと互換性があります。

標準フィルタ内のコードは実行時に参照されることはないため、フィルタとして定義さ
れた関数に内容を追加しても意味がありません。どのようなフィルタコードでも再配置
を必要とする場合があり、実行時にそのフィルタを処理すると不要なオーバーヘッドが
生じます。関数は空のルーチンとして定義するか、直接 mapfile から定義してくださ
い。239 ページの「SYMBOL_SCOPE/SYMBOL_VERSION 指令」を参照してください。

フィルタ内にデータシンボルを生成するときは、常にデータをセクションに関連付けてください。
この関連付けは、再配置可能なオブジェクトファイル内にシンボルを定義することで行うこと
ができます。この関連付けは、mapfile 内でシンボルを size 宣言あり、 value 宣言なしで定義
しても行うことができます。239 ページの「SYMBOL_SCOPE/SYMBOL_VERSION 指
令」を参照してください。このようにデータを定義することで、動的実行可能ファイルからの参照
が正しく確立されます。

リンカーによって実行される、より複雑なシンボル解決の中には、シンボルサイズを含むシンボ
ルの属性に関する知識を必要とするものがあります。このため、フィルタ内のシンボルの属性
が「フィルティー」内のシンボルの属性と一致するようにシンボルを生成する必要があります。属
性の一貫性を維持することで、リンク編集処理では、実行時に使用されるシンボル定義と互換
性のある方法でフィルタが解析されます。40 ページの「シンボル解決」を参照してください。

注記 - リンカーは、処理される最初の再配置可能ファイルの ELF クラスを使用して、作成する
オブジェクトのクラスを管理します。64 ビットフィルタを mapfile だけから作成するには、リン
カーの -64 オプションを使用します。

補助フィルタの生成

補助フィルタを生成するには、まずフィルタ処理を適用する「フィルティー」を定義する必要があり
ます。次の例では、シンボル foo を提供する「フィルティー」filtee.so.1 を構築します。

$ cat filtee.c

char *foo()

{

        return("defined in filtee");

}

$ cc -o filtee.so.1 -G -K pic filtee.c
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補助フィルタ処理は、2 つの方法のいずれかで提供できます。共有オブジェクトによって提供
されるすべてのインタフェースを補助フィルタとして宣言するには、リンカーの -f オプションを
使用します。共有オブジェクトの個々のインタフェースを補助フィルタとして宣言するには、リン
カーの mapfile と AUXILIARY キーワードを使用します。

次の例では、共有オブジェクト filter.so.1 が補助フィルタとして定義されていま
す。filter.so.1 はシンボル foo と bar  を提供し、それ自体が「フィルティー」filtee.so.1 の
補助フィルタです。この例では、コンパイラドライバが -f オプションを解釈しないように、環境変
数 LD_OPTIONS が使用されています。

$ cat filter.c

char *bar = "defined in filter";

char *foo()

{

        return ("defined in filter");

}

$ LD_OPTIONS='-f filtee.so.1' \

cc -o filter.so.1 -G -K pic -h filter.so.1 -R. filter.c

$ elfdump -d filter.so.1 | egrep "SONAME|AUXILIARY"

     [2]  SONAME           0xee     filter.so.1

     [3]  AUXILIARY        0xfb     filtee.so.1

動的実行可能ファイルまたは共有オブジェクトを作成する場合、リンカーは補助フィルタ
filter.so.1 を依存関係として参照できます。リンカーは、フィルタのシンボルテーブルの情報
を使用してシンボル解決を行います。しかし、実行時にフィルタのシンボルを参照すると、「フィ
ルティー」filtee.so.1 が検索されます。この「フィルティー」が見つかると、実行時リンカーは、こ
の「フィルティー」を使用して、filter.so.1 によって定義されたすべてのシンボルを解決します。
この「フィルティー」が見つからないか、あるいは「フィルティー」内にフィルタからのシンボルが見つ
からない場合は、フィルタ内の元のシンボルが使用されます。

たとえば、次の動的実行可能ファイル prog は、シンボル foo と bar を参照します。これら
のシンボルは、フィルタ filter.so.1 からのリンク編集中に解決されます。prog を実行する
と、foo が、フィルタ filter.so.1 からではなく、「フィルティー」filtee.so.1 から取得されます。し
かし、bar はフィルタ filter.so.1 から取得されます。これは、「フィルティー」filtee.so.1 内に
このシンボルの代替定義が存在しないためです。

$ cat main.c

extern char *bar, *foo();

void main()

{

        (void) printf("foo is %s: bar is %s\n", foo(), bar);

}

$ cc -o prog main.c -R. filter.so.1
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$ prog

foo is defined in filtee: bar is defined in filter

次の例では、共有オブジェクト filter.so.2 は、インタフェース foo を「フィル
ティー」filtee.so.1 上の補助フィルタとして定義します。

$ cat filter.c

char *bar = "defined in filter";

char *foo()

{

        return ("defined in filter");

}

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        global:

                foo     { AUXILIARY=filtee.so.1 };

};

$ cc -o filter.so.2 -G -K pic -h filter.so.2 -M mapfile -R. filter.c

$ elfdump -d filter.so.2 | egrep "SONAME|AUXILIARY"

     [2]  SONAME           0xd8     filter.so.2

     [3]  SUNW_AUXILIARY   0xfb     filtee.so.1

$ elfdump -y filter.so.2 | egrep "foo|bar"

     [1]  A    [3] filtee.so.1      foo

    [10]  D        <self>           bar

実行時にフィルタのシンボル foo を参照すると、必ず「フィルティー」filtee.so.1 が検索されま
す。「フィルティー」が見つかると、「フィルティー」が読み込まれます。「フィルティー」は filter.so.2 に
よって定義されたシンボル foo の解決に使用されます。「フィルティー」が検索されなかった場
合、filter.so.2 によって定義されたシンボル foo が使用されます。シンボル bar への参照
は、 filter.so.2 からのシンボルを常に使用し、このシンボルに対して「フィルティー」処理は定
義されません。

たとえば、次の動的実行可能ファイル prog は、フィルタ filter.so.2 からのリンク編集中に解
決されるシンボル foo と bar を参照します。「フィルティー」 filtee.so.1 が存在する場合、prog
の実行により foo が「フィルティー」 filtee.so.1 から、bar がフィルタ filter.so.2 から取得さ
れます。

$ cc -o prog main.c -R. filter.so.2

$ prog

foo is defined in filtee: bar is defined in filter

「フィルティー」 filtee.so.1が存在しない場合、prog を実行すると、foo と bar がフィルタ
filter.so.2 から取得されます。

$ prog

foo is defined in filter: bar is defined in filter
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これらの例では、「フィルティー」filtee.so.1 がフィルタに一意に関連付けられています。このた
め、prog を実行した結果読み込まれる可能性があるほかのオブジェクトからのシンボル参照
を満たすために、「フィルティー」を使用することができません。

補助フィルタは、既存の共有オブジェクトの代替インタフェースを定義するメカニズムとなり
ます。このメカニズムは Oracle Solaris OS で使用され、ハードウェア機能での最適な機能
およびプラットフォーム固有の共有オブジェクトを提供します。たとえば、279 ページの「機
能固有の共有オブジェクト」、281 ページの「命令セット固有の共有オブジェクト」、および
283 ページの「システム固有の共有オブジェクト」を参照してください。

注記 - 環境変数 LD_NOAUXFLTR を設定すれば、実行時リンカーの補助フィルタ処理を無効に
することができます。補助フィルタはプラットフォーム固有の最適化に使用されることが多いの
で、「フィルティー」の使用およびそれらの性能インパクトを評価する場合にこのオプションが便利
です。

フィルタ処理の組み合わせ
標準フィルタを定義している各インタフェースと、補助フィルタを定義している各インタフェース
は、同じ共有オブジェクト内に定義できます。こうしたフィルタ定義の組み合わせを実現するに
は、mapfile のキーワードである FILTER と AUXILIARY を使って、必要な「フィルティー」を割り当て
ます。

-F または -f オプションを使用して自身のインタフェースのすべてをフィルタとして定義する共
有オブジェクトは、標準フィルタか補助フィルタのどちらかです。

共有オブジェクトでは、個々のインタフェースをフィルタとして機能するように定義するとともに、
そのオブジェクトのすべてのインタフェースをフィルタとして機能するように定義することができ
ます。その場合、特定のインタフェースに対して定義された個別フィルタ処理が、まず処理され
ます。個別インタフェースフィルタに対する「フィルティー」を確立できなかった場合は、フィルタの
すべてのインタフェースに対して定義された「フィルティー」が必要に応じてフォールバックを提供
します。

たとえば、フィルタ filter.so.1 があるとします。このフィルタでは、すべてのインタフェース
がフィルティー filtee.so.1 に対する補助フィルタとして機能するように、リンカーの -f オプショ
ンを使って定義されています。さらに filter.so.1 では、個別インタフェース foo がフィルティー
foo.so.1 に対する標準フィルタとなるように、mapfile のキーワード FILTER を使って定義され
ています。さらに filter.so.1 では、個別インタフェース bar がフィルティー bar.so.1 に対する
補助フィルタとなるように、mapfile のキーワード AUXILIARY を使って定義されています。
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foo への外部参照が発生すると、「フィルティー」foo.so.1 が処理されます。foo が foo.so.1 で
見つからなかった場合、このフィルタに対する処理はそれ以上実行されません。この場合に
フォールバック処理が実行されない理由は、foo が標準フィルタとして定義されているからで
す。

bar への外部参照が発生すると、「フィルティー」bar.so.1 が処理されます。bar が bar.so.1 で
見つからなかった場合、「フィルティー」filtee.so.1 によるフォールバック処理が実行されます。
この場合にフォールバック処理が実行される理由は、bar が補助フィルタとして定義されている
からです。bar が filtee.so.1 で見つからなかった場合、最終的にはフィルタ filter.so.1 内
の bar の定義に基づいて外部参照が解決されます。

フィルティーの処理
実行時リンカーによるフィルタ処理は、フィルタ内のシンボルが参照されるまで、フィルティーの読
み込みを遅延します。この実装は、必要に応じてモード RTLD_LOCAL を使用して各「フィルティー」
に対して dlopen(3C) を実行するフィルタに似ています。この実装は、ldd(1) などのツールに
よって作成される、依存関係の報告における違いの原因となるものです。

実行時に「フィルティー」の即時処理を起動するフィルタを作成する場合には、リンカーの -z
loadfltr オプションを使用できます。さらに、LD_LOADFLTR 環境変数を任意の値に設定するこ
とで、プロセス内のすべての「フィルティー」の即時処理を開始できます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
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リンカーのクイックリファレンス

以降のセクションには、リンカーでもっとも一般的に使用するシナリオの概要が記載してありま
す。これは、実際に操作を行う際の虎の巻として利用できます。リンカーによって生成される出力
モジュールの種類については、18 ページの「リンク編集」を参照してください。

記載された例には、コンパイラドライバに指定するリンカーのオプションが示されています。
リンカーを起動するには、これらのオプションを使用するのがもっとも一般的です。例の中で
は、cc(1) を使用しています。25 ページの「コンパイラドライバを使用する」を参照してくださ
い。

リンカーは、入力ファイルの名前によって動作を変えることはありません。各ファイルは、開かれ、
検査が行われて、必要な処理の種類が判別されます。28 ページの「入力ファイルの処理」を参
照してください。

libx.so の命名規約に従って命名された共有オブジェクトと、libx.a の命名規約に従って命
名されたアーカイブライブラリは、-l オプションを使用して指定できます。31 ページの「ライブラ
リの命名規約」を 参照してください。これにより、-L オプションを使用して指定できる検索パス
に、より柔軟性を持たせることができます。34 ページの「リンカーが検索するディレクトリ」を参照
してください。

高品質のオブジェクトを作成するために、長い期間をかけて、多くの機能がリンカーに追加され
てきました。これらの機能により、さまざまな実行環境で効率的かつ確実にオブジェクトを使用
できるようになります。ただし、既存の構築環境との下位互換性を確保するために、デフォルト
ではこれらの機能の多くが有効になっていません。たとえば、直接結合や遅延読み込みなどの
機能は、明示的に有効にする必要があります。リンカーは、どの機能を適用するかを選択するプ
ロセスを簡略化できる、-z guidance オプションを備えています。ガイダンスが要求されると、リ
ンカーは警告ガイダンスメッセージを発行できます。使用するオプションやほかの関連する変更
を提示するこれらのメッセージを使用すると、さらに高品質なオブジェクトを作成できます。新し
い機能がリンカーに追加されたときや、高品質オブジェクトを作成するためにさらに適した方法
が見つかったときなど、ガイダンスメッセージが徐々に変わる可能性があります。ld(1) を参照
してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld-1
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リンカーは、基本的には、「静的」または「動的」の 2 つの方法のうちのいずれかで稼動します。

静的方法
静的方法は、-d n オプションが使用された場合に選択され、また、このモードを使用すると、再
配置可能オブジェクトと静的実行プログラムを作成できます。この場合、再配置可能オブジェ
クトとアーカイブライブラリの入力形式だけが受け入れられます。-l オプションを使用すると、
アーカイブライブラリが検索されます。

再配置可能オブジェクトの作成
再配置可能オブジェクトを作成するには、-r オプションを使用します。

$ ld -r -o temp.o file1.o file2.o file3.o ....

静的実行プログラムの作成

注記 - 静的実行プログラムの使用は制限されています。18 ページの「静的実行可能ファイ
ル」を参照してください。一般的に静的実行可能ファイルには、別のプラットフォームまたはオ
ペレーティングシステムの別のバージョンで実行できないようにするために、プラットフォーム
固有の実装の詳細情報が含まれています。Oracle Solaris 共有オブジェクトの多くの実装
は、dlopen(3C) や、dlsym(3C) などの動的リンク機能に依存しています。115 ページの「追
加オブジェクトのロード」を参照してください。これらの機能は、静的実行可能ファイルでは使用
できません。

静的実行可能ファイルを作成するには、-r オプションを指定せずに -d n オプションを使用しま
す。

$ cc -dn -o prog file1.o file2.o file3.o ....

-a オプションを使用して、静的実行可能プログラムの作成を指示できます。-r オプションを指
定せずに -d n を使用した場合は、-a オプションと同じです。

動的方法
これは、リンカーのデフォルトの動作方法です。-d y オプションで明示的に指定することもでき
ますが、-d n オプションを使用しない場合には、暗黙のうちに指定されます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
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この場合、再配置可能オブジェクト、共有オブジェクト、およびアーカイブライブラリを指定でき
ます。-l オプションを使用すると、ディレクトリ検索が実行され、ここで、各ディレクトリは、共有オ
ブジェクトを見つけるために検索されます。そのディレクトリで共有オブジェクトが見つからない
場合は、次にアーカイブライブラリが検索されます。-B static オプションを使用すると、アーカ
イブライブラリの検索だけに限定されます。32 ページの「共有オブジェクトとアーカイブとの混
合体へのリンク」を参照してください。

共有オブジェクトの作成

■ 共有オブジェクトを作成する場合、-G オプションを使用します。-d y は省略時にはデフォル
トで暗黙指定されるため、指定する必要はありません。

■ リンカーの -z guidance オプションの使用をお勧めします。ガイダンスメッセージは、リンカー
オプションに関して、また作成されたオブジェクトを改善できるほかの操作に関して提案し
ます。

■ 入力再配置可能オブジェクトは、位置独立のコードから作成する必要がありま
す。たとえば、C コンパイラは -K pic オプションで位置独立のコードを生成しま
す。196 ページの「位置独立のコード」を参照してください。この要件を強制するには、-z
text オプションを使用します。

■ 使用されない再配置可能オブジェクトを含めないようにします。または、参照されていない
ELF セクションを削除するようにリンカーに指示する -z discard-unused=sections オプ
ションを使用します。200 ページの「使用されない対象物の削除」を参照してください。

■ アプリケーションレジスタは、エンドユーザーが使用できる SPARC アーキテクチャーの予約
済みの機能です。外部で使用することを目的としている SPARC 共有オブジェクトでは、
共有オブジェクトがアプリケーションレジスタを使用しないようにするため、C コンパイラに
-xregs=no%appl オプションを使用する必要があります。これによって、共有オブジェクトの
実装を損なうことなく、すべての外部ユーザーがアプリケーションレジスタを使用できるように
なります。

■ 共有オブジェクトの公開インタフェースを確立します。共有オブジェクトの外から見える
大域シンボルを定義し、それ以外のすべてのシンボルはローカル範囲に限定します。これ
は、-mapfile とともに M オプションを指定することにより定義できます。第9章「インタフェー
スおよびバージョン管理」を参照してください。

■ 将来アップグレードに対応できるように、共有オブジェクトにはバージョンを含む名前を使用
します。276 ページの「バージョン管理ファイル名の管理」を参照してください。
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■ 自己完結型の共有オブジェクトは、もっとも柔軟性が高いです。これはオブジェクトが必
要とするものすべてを自身が提供している場合に作成されます。自己完結を強制する場
合は、-z defs オプションを指定します。46 ページの「共有オブジェクト出力ファイルの生
成」を参照

■ 不要な依存関係を回避します。不要な依存性を検出および排除するには、-u オプショ
ンとともに ldd を使用します。30 ページの「共有オブジェクトの処理」を参照。または、-z
discard-unused=dependencies オプションを使用して、参照されるオブジェクトに対する依
存関係だけを記録するようにリンカーに指示します。

■ 生成される共有オブジェクトがほかの共有オブジェクトに依存している場合は、-z
lazyload オプションを使用して遅延読み込みを指定します。116 ページの「動的依存関係
の遅延読み込み」を参照してください。

■ 生成中の共有オブジェクトがほかの共有オブジェクトに依存していて、これらの依存関係
がデフォルトの検索場所にはない場合は、-R オプションを使用して出力ファイルにパス名
を記録します。153 ページの「依存関係を持つ共有オブジェクト」を参照してください。

■ このオブジェクトや関連する依存関係で割り込みシンボルが使用されない場合は、-B
direct を使って直接結合情報を確立します。第6章「直接結合」を参照してください。

次の例は、上記のポイントを組み合わせたものです。

$ cc -c -o foo.o -K pic -xregs=no%appl foo.c

$ cc -M mapfile -G -o libfoo.so.1 -z text -z defs -B direct -z lazyload \

    -z discard-unused=sections -R /home/lib foo.o -L. -lbar -lc

■ 生成される共有オブジェクトを、ほかのリンク編集への入力として使用する場合は、-h オプ
ションを使用して、内部に共有オブジェクトの実行名を記録します。151 ページの「共有オ
ブジェクト名の記録」を参照してください。

■ 共有オブジェクトを、バージョンを含まない名前のファイルにシンボリックリンクして、その共
有オブジェクトをコンパイル環境でも使用できるようにします。276 ページの「バージョン
管理ファイル名の管理」を参照してください。

次の例は、上記のポイントを組み合わせたものです。

$ cc -M mapfile -G -o libfoo.so.1 -z text -z defs -B direct -z lazyload \

    -z discard-unused=sections -R /home/lib -h libfoo.so.1 foo.o -L. -lbar -lc

$ ln -s libfoo.so.1 libfoo.so

■ 共有オブジェクトのパフォーマンスへの影響を考慮します。 共有性を最大限にし
(203 ページの「共有可能性の最大化」を参照)、 ページング回数を最小にします
(206 ページの「ページング回数の削減」を参照)。 特にシンボル再配置を最小限にす
ることにより再配置の無駄を削減し (53 ページの「シンボル範囲の縮小」)、 関数インタ
フェースを経由して、データにアクセスできるようにします (208 ページの「コピー再配置」)
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動的実行可能プログラムの作成
■ 動的実行可能プログラムを作成する場合、-G と -d n オプションは使用しません。
■ リンカーの -z guidance オプションの使用をお勧めします。ガイダンスメッセージは、リンカー

オプションに関して、また作成されたオブジェクトを改善できるほかの操作に関して提案し
ます。

■ -z lazyload オプションを使用して、動的実行可能プログラムの依存関係の遅延読み込み
を指定します。116 ページの「動的依存関係の遅延読み込み」を参照してください。

■ 不要な依存関係を回避します。不要な依存性を検出および排除するには、-u オプショ
ンとともに ldd を使用します。30 ページの「共有オブジェクトの処理」を参照。または、-z
discard-unused=dependencies オプションを使用して、参照されるオブジェクトに対する依
存関係だけを記録するようにリンカーに指示します。

■ 動的実行可能ファイルの依存関係がデフォルトの検索位置にない場合は、-R オプションを
使用して出力ファイルにパス名を記録します。35 ページの「実行時リンカーが検索するディ
レクトリ」を参照してください。

■ -B direct を使用して直接結合情報を確立します。第6章「直接結合」を参照してください。

次の例は、上記のポイントを組み合わせたものです。

$ cc -o prog -R /home/lib -z discard-unused=dependencies -z lazyload -B direct -L. \

    -lfoo file1.o file2.o file3.o ....



172 Oracle Solaris 11.2 リンカーとライブラリガイド • 2014 年 7 月



パート III. 詳細情報 173

パート   III

詳細情報
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 6 ♦  ♦  ♦        第    6    章 

直接結合

実行時リンカーは、動的実行可能ファイルと多くの依存関係からプロセスを構築する一貫とし
て、シンボル定義にシンボル参照を結合する必要があります。デフォルトでは、シンボル定義は
簡単な検索モデルを使用して検出されます。一般にオブジェクトは 1 つずつ検索され、動的実
行可能ファイルから始まって、オブジェクトが読み込まれる順に各依存関係が処理されます。こ
のモデルは、最初に動的リンクが導入されて以来、有効でした。一般的に、このような簡単なモ
デルでは、すべてのシンボル参照が 1 つの定義に結合されることになります。結合される定義
は、読み込まれた一連の依存関係の中で検出された最初の定義です。

動的実行可能ファイルは、動的リンクが初期段階であったときに作成された実行可能ファイ
ルより、さらに複雑な処理に発展してきました。依存関係の数は何十から何百の単位に増加し
ました。動的オブジェクト間で参照されるシンボルインタフェースの数も大幅に増加しました。
シンボル名のサイズは、C++ などの言語のサポートに使用される名前の符号化などの技術に
よってかなり増加しました。これらの要因によって、シンボル参照がシンボル定義に結合される
ために、多くのアプリケーションで起動時間が増加しました。

プロセス内のシンボル数の増加は、名前空間の汚染の増加にもつながっています。同じ名前
のシンボルのインスタンスが複数存在することは、より一般的になっています。同じシンボルの
複数のインスタンスが存在することによって予期しない結合や誤った結合が発生したときに、
処理の障害を診断することは多くの場合で困難です。

また現在では、プロセスの個々のオブジェクトが、同じ名前で多重定義されたシンボルの別々
のインスタンスに対して結合する必要のあるプロセスが存在します。

シンボルの結合の柔軟性を向上させながら、デフォルトの検索モデルのオーバーヘッドに対応
するため、別のシンボル検索モデルが作成されました。このモデルは直接結合と呼ばれます。

直接結合では、プロセスのオブジェクト間で確立される厳密な結合関係を可能にします。直接
結合関係によって、意図しない結合から関連オブジェクトを分離することで、名前空間の不測
の競合を回避できます。この保護によってプロセス内のオブジェクトの堅牢性が増すため、予
期しない、診断が困難な結合の状況を回避できます。
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直接結合は割り込みに影響を及ぼすことがあります。直接結合を採用することで、意図しない
割り込みを回避できます。しかし、直接結合によって意図する割り込みも回避される場合があり
ます。

この章では、直接結合モデルと、このモデルを使用するようにオブジェクトを変換するときに考
慮する必要がある割り込みの問題について説明します。

シンボル結合の確認
デフォルトのシンボル検索モデルを理解して、このモデルを直接結合と比較するために、次の
コンポーネントを使用してプロセスを構築します。

$ cat main.c

extern int W(), X();

int main() { return (W() + X()); }

$ cat W.c

extern int b();

int a() { return (1); }

int W() { return (a() - b()); }

$ cat w.c

int b() { return (2); }

$ cat X.c

extern int b();

int a() { return (3); }

int X() { return (a() - b()); }

$ cat x.c

int b() { return (4); }

$ cc -o w.so.1 -G -Kpic w.c

$ cc -o W.so.1 -G -Kpic W.c -R. w.so.1

$ cc -o x.so.1 -G -Kpic x.c

$ cc -o X.so.1 -G -Kpic X.c -R. x.so.1

$ cc -o prog1 -R. main.c W.so.1 X.so.1

アプリケーションのコンポーネントは次の順番で読み込まれます。

$ ldd prog1

        W.so.1 =>        ./W.so.1

        X.so.1 =>        ./X.so.1

        w.so.1 =>        ./w.so.1

        x.so.1 =>        ./x.so.1

W.so.1 と X.so.1 の両方のファイルで、a() という名前の関数を定義します。w.so.1 と x.so.1
の両方のファイルで、b() という名前の関数を定義します。さらに、W.so.1 と X.so.1 の両方の
ファイルで、関数 a() および b() を参照します。
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実行時のシンボル検索 (デフォルトの検索モデルを使用) と最終的な結合は、LD_DEBUG 環境
変数を設定することで確認できます。実行時リンカーの診断によって、関数 a() および b() へ
の結合が確認できます。

$ LD_DEBUG=symbols,bindings prog1

....

17375: symbol=a;  lookup in file=prog1  [ ELF ]

17375: symbol=a;  lookup in file=./W.so.1  [ ELF ]

17375: binding file=./W.so.1 to file=./W.so.1: symbol 'a'

....

17375: symbol=b;  lookup in file=prog1  [ ELF ]

17375: symbol=b;  lookup in file=./W.so.1  [ ELF ]

17375: symbol=b;  lookup in file=./X.so.1  [ ELF ]

17375: symbol=b;  lookup in file=./w.so.1  [ ELF ]

17375: binding file=./W.so.1 to file=./w.so.1: symbol 'b'

....

17375: symbol=a;  lookup in file=prog1  [ ELF ]

17375: symbol=a;  lookup in file=./W.so.1  [ ELF ]

17375: binding file=./X.so.1 to file=./W.so.1: symbol 'a'

....

17375: symbol=b;  lookup in file=prog1  [ ELF ]

17375: symbol=b;  lookup in file=./W.so.1  [ ELF ]

17375: symbol=b;  lookup in file=./X.so.1  [ ELF ]

17375: symbol=b;  lookup in file=./w.so.1  [ ELF ]

17375: binding file=./X.so.1 to file=./w.so.1: symbol 'b'

関数 a() または b() のいずれかを参照するたびに、アプリケーション prog1 で始まる関連シン
ボルを検索することになります。a() への各参照は、W.so.1 で検出されたシンボルの最初のイ
ンスタンスに結合します。b() への各参照は、w.so.1 で検出されたシンボルの最初のインスタ
ンスに結合します。この例では、W.so.1 および w.so.1 の関数定義が、X.so.1 および x.so.1
の関数定義にどのように割り込むかを示します。割り込みの存在は、直接結合の使用を検討す
るときに重要な要素となります。割り込みについては、次のセクションで詳細に説明します。

この例は簡潔であり、関連する診断は容易に理解できます。しかし、ほとんどのアプリケーショ
ンでは、多数の動的コンポーネントから構成されているため、この例よりかなり複雑です。これら
のコンポーネントは多くの場合、異なるソースベースから構築され、別々に配布されます。

複雑なプロセスの診断を解析することは、非常に困難な場合があります。動的オブジェクト
のインタフェースを解析するには、ほかに lari(1) ユーティリティーを使用する方法がありま
す。lari は、プロセスの結合情報と、各オブジェクトが提供するインタフェース定義を組み合わ
せて解析します。この情報によって、lari はプロセスのシンボル依存関係に関する興味深い
情報を簡潔に伝えることができます。この情報は、直接結合に関連する割り込みを解析すると
きに、非常に有用です。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1lari-1
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デフォルトでは、lari は興味深いと見なされた情報を伝えます。この情報はシンボル定義の複
数のインスタンスから生じます。lari は prog1 に関する次の情報を表示します。

$ lari prog1

[2:2ES]: a(): ./W.so.1

[2:0]: a(): ./X.so.1

[2:2E]: b(): ./w.so.1

[2:0]: b(): ./x.so.1

この例では、prog1 から確立されたプロセスに、多重定義された a() と b() の 2 つのシンボル
が含まれています。出力診断の最初の要素 (角括弧で囲まれた要素) は関連するシンボルを
示しています。

最初の 10 進値は関連するシンボルのインスタンスの数を示しています。a() と b() の 2 つ
のインスタンスが存在します。2 番目の 10 進値は、このシンボルに対して解決された結合の
数を示しています。W.so.1 のシンボル定義 a() は、この依存関係に対して 2 つの結合が確立
されたことを表しています。同様に、w.so.1() のシンボル定義 b は、この依存関係に対して 2
つの結合が確立されたことを表しています。結合数に続く文字は結合を修飾します。文字「E」
は、結合が外部オブジェクトから確立されたことを示しています。文字「S」は、結合が同じオブ
ジェクトから確立されたことを示しています。

これらのコンポーネントから作成された LD_DEBUG、lari、およびプロセスの例は、次のセクション
で直接結合についてさらに説明するために使用されます。

直接結合の有効化
直接結合を使用するオブジェクトは、シンボル参照と、定義を提供する依存関係との間の関係
を保持します。実行時リンカーは、デフォルトのシンボル検索モデルを使用する代わりに、この
情報を使って関連するオブジェクトから直接シンボルを検索します。

動的オブジェクトの直接結合情報はリンク編集時に記録されます。この情報は、該当オブジェ
クトのリンク編集時に指定された依存関係に対してのみ確立できます。-z defs オプションを使
用すると、必要なすべての依存関係がリンク編集の一部として確実に提供されます。

直接結合を使用するオブジェクトは、直接結合を使用しないオブジェクトがあるプロセス内に
存在できます。直接結合を使用しないオブジェクトは、デフォルトのシンボル検索モデルを使
用します。

シンボル参照からシンボル定義への直接結合を確立するには、次のいずれかのリンク編集メ
カニズムを使用します。
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■ -B direct オプションを使用する。このオプションは、構築されるオブジェクトとそのすべて
の依存関係との間に直接結合を確立します。またこのオプションは、構築中のオブジェクト
内の任意のシンボル参照とシンボル定義との間に直接結合を確立します。

-B direct オプションを使用すると、遅延読み込みも有効になります。これは、リンカー
のコマンド行の先頭に -z lazyload オプションを追加するのと同じです。この属性
は116 ページの「動的依存関係の遅延読み込み」で紹介されました。

■ -z direct オプションを使用する。このオプションは、構築されるオブジェクトから、コマンド
行上でこのオプションに続いて指定される依存関係への直接結合を確立します。このオプ
ションは、-z nodirect オプションと併用して、依存関係の間で直接結合を使用するかどう
かを切り替えることができます。このオプションは、構築中のオブジェクト内のシンボル参
照とシンボル定義との間に直接結合を確立しません。

■ DIRECT mapfile キーワードを使用する。このキーワードは、直接結合する個別のシ
ンボルに対応します。このキーワードは、239 ページの「SYMBOL_SCOPE/
SYMBOL_VERSION 指令」で説明されています。

注記 - 環境変数 LD_NODIRECT をヌル以外の値に設定すれば、実行時に直接結合を無効にで
きます。この環境変数を設定することで、プロセス内のすべてのシンボル結合は、デフォルトの
検索モデルを使用して実行されます。

次のセクションでは、直接結合の各メカニズムの使用方法について説明します。

-B direct オプションの使用方法

 -B direct オプションは、どの動的オブジェクトに対しても直接結合を有効にする、もっとも簡
単なメカニズムを提供します。このオプションは、どの依存関係にも、また作成中のオブジェク
ト内に、直接結合を確立します。

前の例で使用されたコンポーネントから、直接結合されたオブジェクトである W.so.2 を作成で
きます。

$ cc -o W.so.2 -G -Kpic W.c -R. -Bdirect w.so.1

$ cc -o prog2 -R. main.c W.so.2 X.so.1

直接結合の情報は、W.so.2 内にあるシンボル情報セクション (.SUNW_syminfo) に保持されま
す。このセクションは elfdump(1) を使用すると参照できます。

$ elfdump -y W.so.2

     [6]  DB          <self>         a

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
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     [7]  DBL     [1] w.so.1         b

文字「DB」は、関連シンボルに対する直接結合が記録されたことを示しています。関数 a() は、
格納するオブジェクト W.so.2 に結合されています。関数 b() は、依存関係 w.so.1 に直接結
合されています。文字「L」は、依存関係 w.so.1 が遅延読み込みされることも示しています。

W.so.2 に確立された直接結合は、LD_DEBUG 環境を使用すると確認できます。detail トークン
は追加情報を結合診断に追加します。W.so.2 の場合、このトークンは結合が直接的であること
を示します。detail トークンは、結合アドレスに関する追加情報も提供します。単純化するため、
このアドレス情報は、次の例から生成される出力から省略されました。

$ LD_DEBUG=symbols,bindings,detail  prog2

....

18452: symbol=a;  lookup in file=./W.so.2  [ ELF ]

18452: binding file=./W.so.2 to file=./W.so.2: symbol 'a'  (direct)

18452: symbol=b;  lookup in file=./w.so.1  [ ELF ]

18452: binding file=./W.so.2 to file=./w.so.1: symbol 'b'  (direct)

lari(1) ユーティリティーは直接結合情報を表示することもできます。

$ lari prog2

[2:2ESD]: a(): ./W.so.2

[2:0]: a(): ./X.so.1

[2:2ED]: b(): ./w.so.1

[2:0]: b(): ./x.so.1

文字「D」は、W.so.2 によって定義された関数 a() が直接結合されていることを示しています。
同様に、w.so.1 で定義された関数 b() は直接結合されています。

注記 - 関数 a() で W.so.2 を W.so.2 に直接結合すると、W.so.2 を構築するときに -B
symbolic オプションを使用した場合と類似の効果が生まれます。ただし、-B symbolic オプ
ションでは、内部的に解決できる a() などの参照がリンク編集時に終了処理されることになり
ます。このシンボルの解決では、実行時に解決する結合が残りません。

-B symbolic 結合とは異なり、-B direct では実行時に解決する結合が残ります。このため、こ
の結合は明示的な割り込みによってオーバーライドしたり、環境変数 LD_NODIRECT を非ヌル値
に設定することによって無効化したりできます。

複雑なオブジェクトを読み込むときに発生する実行時再配置のオーバーヘッドを削減するため
に、多くの場合、シンボリック結合が採用されてきました。直接結合は、まったく同じシンボル結
合を確立するために使用できます。ただし、各直接結合を作成するために実行時再配置が引
き続き必要です。直接結合にはシンボリック結合より多くのオーバーヘッドが発生しますが、柔
軟性は向上します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1lari-1
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-z direct オプションの使用方法

-z direct オプションを使用すると、リンク編集コマンド行のオプションに従うどのような依存関
係に対しても直接結合を確立できるメカニズムが提供されます。-B direct オプションとは異
なり、構築中のオブジェクト内に、直接結合は確立されません。

このオプションは、割り込まれるように設計されたオブジェクトを作成する場合に適しています。
たとえば、共有オブジェクトは、いくつかのデフォルト (フォールバック) インタフェースを持つよ
うに設計される場合があります。アプリケーションは、アプリケーション定義を実行時に結合する
ために、自由にこれらのインタフェースを独自に定義できます。アプリケーションが共有オブジェ
クトのインタフェースに割り込めるようにするには、-B direct オプションではなく、-z direct オ
プションを使用して共有オブジェクトを作成します。

-z direct オプションは、1 つまたは複数の依存関係に対する直接結合を選択する場合にも
有効です。-z nodirect オプションを使用すると、リンク編集で指定される依存関係の間で、直
接結合の使用を切り替えることができます。

前の例で使用されたコンポーネントから、直接結合されたオブジェクトである X.so.2 を作成で
きます。

$ cc -o X.so.2 -G -Kpic X.c -R. -zdirect x.so.1

$ cc -o prog3 -R. main.c W.so.2 X.so.2

直接結合情報は、elfdump(1) で表示できます。

$ elfdump -y X.so.2

     [6]  D           <self>         a

     [7]  DB      [1] x.so.1         b

関数 b() は、依存関係 x.so.1 に直接結合されています。関数 a() は、オブジェクト X.so.2
と潜在的な直接結合 (「 D」) を持つように定義されていますが、直接結合は確立されません。

実行時の結合を確認するために、LD_DEBUG 環境変数を使用できます。

$ LD_DEBUG=symbols,bindings,detail  prog3

....

06177: symbol=a;  lookup in file=prog3  [ ELF ]

06177: symbol=a;  lookup in file=./W.so.2  [ ELF ]

06177: binding file=./X.so.2 to file=./W.so.2: symbol 'a'

06177: symbol=b;  lookup in file=./x.so.1  [ ELF ]

06177: binding file=./X.so.2 to file=./x.so.1: symbol 'b'  (direct)

lari(1) ユーティリティーは直接結合情報を表示することもできます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1lari-1
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$ lari prog3

[2:2ESD]: a(): ./W.so.2

[2:0]: a(): ./X.so.2

[2:1ED]: b(): ./w.so.1

[2:1ED]: b(): ./x.so.1

W.so.2 で定義された関数 a() は、X.so.2 で作成されたデフォルトのシンボル参照を引き続き
満たします。しかし、x.so.1 で定義された関数 b() は、X.so.2 で作成された参照から直接結
合されています。

DIRECT mapfile キーワードの使用方法

DIRECT mapfile キーワードは、個々のシンボルに対して直接結合を確立する手段を提供しま
す。このメカニズムは、特別なリンク編集のシナリオを対象としています。

前の例で使用されたコンポーネントから、関数 main() は外部関数 W() と X() を参照します。こ
れらの関数の結合はデフォルトの検索モデルに従います。

$ LD_DEBUG=symbols,bindings  prog3

....

18754: symbol=W;  lookup in file=prog3  [ ELF ]

18754: symbol=W;  lookup in file=./W.so.2  [ ELF ]

18754: binding file=prog3 to file=./W.so.2: symbol 'W'

....

18754: symbol=X;  lookup in file=prog3  [ ELF ]

18754: symbol=X;  lookup in file=./W.so.2  [ ELF ]

18754: symbol=X;  lookup in file=./X.so.2  [ ELF ]

18754: binding file=prog3 to file=./X.so.2: symbol 'X'

直接結合が関数 W() と  X() に対して確立されるように、prog3 は DIRECT mapfile キーワード
を使用して再構築できます。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        global:

                W       { FLAGS = EXTERN DIRECT };

                X       { FLAGS = EXTERN DIRECT };

};

$ cc -o prog4 -R. main.c W.so.2 X.so.2 -Mmapfile

実行時の結合を確認するために、LD_DEBUG 環境変数を使用できます。

$ LD_DEBUG=symbols,bindings,detail prog4

....

23432: symbol=W;  lookup in file=./W.so.2  [ ELF ]

23432: binding file=prog4 to file=./W.so.2: symbol 'W'  (direct)
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23432: symbol=X;  lookup in file=./X.so.2  [ ELF ]

23432: binding file=prog4 to file=./x.so.2: symbol 'X'  (direct)

lari(1) ユーティリティーは直接結合情報を表示することもできます。しかしこの場合、関数
W() と X() は多重定義されていません。このためデフォルトでは、lari にはこれらの関数が興
味深いものであることはわかりません。すべてのシンボル情報を表示するために、-a オプション
を使用する必要があります。

$ lari -a prog4

....

[1:1ED]: W(): ./W.so.2

....

[2:1ED]: X(): ./X.so.2

....

注記 - W.so.2 と X.so.1 に対する同じ直接結合は、-B direct オプションまたは -z direct オ
プションを使用して prog4 を構築することで作成できます。この例の唯一の目的は、mapfile
キーワードがどのように使用できるかを示すことです。

直接結合と割り込み
割り込みが発生する可能性があるのは、あるシンボルの複数のインスタンス (名前は同じ)
が、プロセスに読み込まれた別々の動的オブジェクトに存在する場合です。デフォルト検索モ
デルでは、シンボル参照は、読み込まれた一連の依存関係で検出された最初の定義に結合さ
れます。この場合、最初のシンボルが、同じ名前の別のシンボルに「割り込む」と言います。

直接結合は暗黙の割り込みを回避できます。参照と関連する依存関係の中で直接結合され
た参照を検索するとき、割り込みを有効にするデフォルトのシンボル検索モデルはバイパスさ
れます。直接結合の環境では、同じ名前を持つ、シンボルの別々の定義に対して結合を確立で
きます。

同じ名前を持つ、シンボルの別々の定義に結合できるという点は、直接結合の有用な機能の
1 つです。ただし、アプリケーションが割り込みのインスタンスに依存していると、直接結合を使
用した場合に、アプリケーションの期待動作が阻害される可能性があります。既存のアプリケー
ションで直接結合の使用を決める前に、割り込みが存在するかどうかを判断するために、アプ
リケーションを分析する必要があります。

アプリケーション内で割り込みが可能かどうかを判断するには、lari(1) を使用します。デフォ
ルトでは、lari は興味深い情報を表示します。この情報は、シンボル定義の複数のインスタン
スから生じているため、割り込みに繋がる可能性があります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1lari-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1lari-1
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割り込みは、シンボルの 1 つのインスタンスが結合されたときにのみ発生します。シンボルの
複数のインスタンスが lari によって表示された場合には、割り込みが発生しない可能性があ
ります。別の複数のインスタンスシンボルが存在する場合がありますが、参照されない可能性
があります。これらの未参照のシンボルは引き続き割り込みの候補であり、今後のコード開発で
これらのシンボルが参照される可能性があります。多重定義されたシンボルのすべてのインス
タンスについて、直接結合の使用を検討するときに分析する必要があります。

同じ名前のシンボルのインスタンスが複数存在する場合で、特に割り込みが確認された場合
は、次の処理のいずれかを実行する必要があります。

■ シンボルのインスタンスをローカライズして名前空間の衝突を取り除きます。
■ 複数のインスタンスを削除して 1 つのシンボル定義を残します。
■ 割り込み要件を明示的に定義します。
■ シンボルが直接結合されないように、割り込みが発生する可能性があるシンボルを特定し

ます。

次のセクションでは、これらの処理を詳細に説明します。

シンボルインスタンスのローカライズ

別々の実装を提供する、同じ名前の多重定義シンボルは、偶発的な割り込みを回避するため
に分離する必要があります。オブジェクトによってエクスポートされたインタフェースからシンボ
ルを削除するもっとも簡単な方法は、シンボルを局所に限定することです。シンボルを局所に
限定するには、シンボル「static」を定義することで、またはコンパイラが提供するシンボル属
性を使用することでも、実現できます。

シンボルは、リンカーと mapfile を使用しても、局所に限定できます。次の例では、local スコー
プ指令を使用して大域関数 error() を局所シンボルに限定する mapfile を示します。

$ cc -o A.so.1 -G -Kpic error.c a.c b.c ....

$ elfdump -sN.symtab A.so.1 | fgrep error

    [36]     0x2d0   0x14  FUNC GLOB  D    0 .text      error

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        local:

                error;

};

$ cc -o A.so.2 -G -Kpic -M mapfile error.c a.c b.c ....

$ elfdump -sN.symtab A.so.2 | fgrep error

    [24]     0x2c8   0x14  FUNC LOCL  H    0 .text      error



直接結合と割り込み

第 6 章 直接結合 185

mapfile の明示的な定義を使用して個々のシンボルを局所に限定することはできますが、シン
ボルのバージョン管理を介して全体のインタフェースファミリを定義することをお勧めします。第
9章「インタフェースおよびバージョン管理」を参照してください。

バージョン管理は、主に共有オブジェクトからエクスポートされたインタフェースを特定するため
に採用された、有用な技術です。同じように、動的実行可能ファイルをバージョン管理すると、エ
クスポートされたインタフェースを定義できます。動的実行可能ファイルに必要なことは、結合す
るオブジェクトの依存関係に対して利用できるようにしなければならないインタフェースをエク
スポートするだけです。多くの場合、動的実行可能ファイルに追加するコードは、インタフェース
をエクスポートする必要がありません。

動的実行可能ファイルからエクスポートされたインタフェースを削除するには、コンパイラ
ドライバによって確立されたすべてのシンボル定義を考慮する必要があります。これらの
定義は、コンパイラドライバが最後のリンク編集に追加する補助ファイルが元になっていま
す。25 ページの「コンパイラドライバを使用する」を参照してください。

次の例の mapfile では、コンパイラドライバが確立する可能性がある、共通のシンボル定義
セットをエクスポートする一方で、ほかのすべての大域定義を局所に限定します。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        global:

                __Argv;

                __environ_lock;

                _environ;

                _lib_version;

                environ;

        local:

                *;

};

コンパイラドライバが確立するシンボル定義を決定する必要があります。動的実行可能ファイ
ル内で使用されるすべての定義は大域のままにします。

動的実行可能ファイルからエクスポートされたインタフェースを削除することで、オブジェクトの
依存関係が変わっていくにつれて今後発生する可能性がある割り込みの問題から、この実行
可能ファイルが保護されます。
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同じ名前の多重定義シンボルの削除

同じ名前の多重定義シンボルは、シンボルに関連付けられた実装が状態を保持していると、
直接結合された環境内で問題となる可能性があります。典型的にはデータシンボルが違反し
ていますが、状態を保持する関数も問題になる場合があります。

直接結合された環境では、同じシンボルの複数のインスタンスに結合できます。このため、もと
もとプロセス内ではインスタンスが 1 つであることを意図していた別々の状態変数を、結合し
ている別々のインスタンスが操作できます。

たとえば、2 つの共有オブジェクトが同じデータ項目 errval を含むものとします。また、2 つの
関数 action() と inspect() が別々の共有オブジェクトに存在するものとします。これらの関
数は、値 errval をそれぞれ読み書きします。

デフォルトの検索モデルの場合、errval の 1 つの定義がその他の定義に割り込みま
す。action() と inspect() の両方の関数は、errval の同じインスタンスに結合されます。この
ため、action() によって errval にエラーコードが書き込まれた場合、inspect() がこのコードを
読み込んで、このエラー条件に従って動作します。

しかし、action() および inspect() を含むオブジェクトが、errval をそれぞれで定義した
別々の依存関係に結合されたものと仮定します。直接結合された環境では、これらの関数は
errval の別々の定義に結合されます。エラーコードは action() によって errval の 1 つのイ
ンスタンスに書き込まれ、その一方で inspect() は errval のもう一方の初期化されていない
定義を読み込みます。その結果、inspect() では、処理対象となるエラー条件を検出しません。

一般的に、データシンボルの複数のインスタンスは、シンボルがヘッダーで宣言された場合に
発生します。

int bar;

このデータ宣言では、ヘッダーを含むコンパイル単位ごとに、データ項目が作成されることになり
ます。その結果生じる一時的なデータ項目によって、シンボルの複数のインスタンスが別々の動
的オブジェクトに定義される場合があります。

しかし、データ項目を明示的に外部として定義することで、データ項目への参照は、ヘッダーを含
むコンパイル単位ごとに作成されます。

extern int bar;

その結果、これらの参照を実行時に 1 つのデータインスタンスに解決できます。
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シンボル実装を削除するときに、そのインタフェースの保持が必要な場合があります。
同じインタフェースの複数のインスタンスは、既存のすべてのインタフェースを保持
しながら、1 つの実装にすることができます。このモデルは、FILTER mapfile キーワー
ドを使用して個々のシンボルフィルタを作成することで実現できます。このキーワード
は、239 ページの「SYMBOL_SCOPE/SYMBOL_VERSION 指令」で説明されていま
す。

個々のシンボルフィルタを作成することが有効なのは、シンボルの実装が削除されたオブジェ
クト内で、依存関係がそのシンボルの検出を期待している場合です。

たとえば、関数 error() が A.so.1 と B.so.1 の 2 つの共有オブジェクトに存在するものとし
ます。シンボルの重複を削除するには、A.so.1 から実装を削除する必要があります。しかし、
別の依存関係が A.so.1 から得られる error() に依存しています。次の例は、A.so.1 での
error() の定義を示しています。mapfile を使用すると、B.so.1 に指定されたこのシンボルの
フィルタを残したまま、error() の実装を削除できます。

$ cc -o A.so.1 -G -Kpic error.c a.c b.c ....

$ elfdump -sN.dynsym A.so.1 | fgrep error

     [3]     0x300    0x14  FUNC GLOB  D    0 .text      error

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        global:

                error { TYPE=FUNCTION; FILTER=B.so.1 };

};

$ cc -o A.so.2 -G -Kpic -M mapfile a.c b.c ....

$ elfdump -sN.dynsym A.so.2 | fgrep error

     [3]         0       0  FUNC GLOB  D    0 ABS        error

$ elfdump -y A.so.2 | fgrep error

     [3]  F       [0] B.so.1         error

関数 error() は大域であり、A.so.2 のエクスポートされたインタフェースのままです。しかし、こ
のシンボルへの実行時結合はフィルティー B.so.1 になります。文字「F」はこのシンボルのフィル
タ特性を表しています。

既存のインタフェースを保持したまま 1 つの実装にするこのモデルは、複数の Oracle
Solaris ライブラリで使用されています。たとえば、以前に libc.so.1 に定義された多くの数値
演算インタフェースは、現在は libm.so.2 の推奨される関数実装を指しています。

明示的な割り込みの定義
デフォルトの検索モデルでは、同じ名前のシンボルのインスタンスが、同じ名前の後のインス
タンスに割り込む可能性があります。明示的なラベル付けをしなくても割り込みは発生するた
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め、1 つのシンボル定義がすべての参照から結合されます。この暗黙の割り込みはシンボル検
索の結果として起こるもので、実行時リンカーに指定された明示的な命令によるものではありま
せん。この暗黙の割り込みは直接結合によって回避できます。

直接結合は、関連するシンボル定義に対する直接のシンボル参照を解決する働きをします
が、明示的な割り込みは直接結合の検索の前に処理されます。このため、直接結合の環境で
あっても、割り込み処理を設計でき、直接結合の関連付けに割り込みを期待できます。割り込
み処理は、次の方法を利用して明示的に定義できます。

■ LD_PRELOAD 環境変数を使用。
■ リンカーの -z interpose オプションを使用。
■ INTERPOSE mapfile キーワードを使用。
■ singleton シンボル定義の結果として。

LD_PRELOAD 環境変数の割り込み機能と -z interpose オプションが、しばらく前から利用可能
です。111 ページの「実行時割り込み」を参照してください。これらのオブジェクトは割り込み処
理であると明示的に定義されているため、実行時リンカーは直接結合を処理する前にこれらの
オブジェクトを検査します。

共有オブジェクトに対して確立された割り込みは、その動的オブジェクトのすべてのインタ
フェースに適用されます。LD_PRELOAD 環境変数を使用してオブジェクトがロードされたときに、
このオブジェクトの割り込みが確立されます。オブジェクトの割り込みは、-z interpose オプ
ションで作成されたオブジェクトが読み込まれたときにも確立されます。このオブジェクトモデ
ルが重要なのは、特別なハンドル RTLD_NEXT を持つ dlsym(3C) などの技術が使用されたと
きです。割り込むオブジェクトは、次のオブジェクトの一貫したビューを常に持つべきです。

動的実行可能ファイルは、INTERPOSE mapfile キーワードを使用して個々の割り込みシンボルを
定義できるという点で柔軟性が増します。動的実行可能ファイルはプロセスにロードされる最
初のオブジェクトであるため、次のオブジェクトの実行可能ファイルのビューは常に一貫したも
のになります。

次の例は、exit() 関数に明示的に割り込みを行うアプリケーションを示しています。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        global:

                exit    { FLAGS = INTERPOSE };

};

$ cc -o prog -M mapfile exit.c a.c b.c ....

$ elfdump -y prog | fgrep exit

[6]  DI          <self>         exit

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
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文字「I」は、このシンボルの割り込み特性を表しています。おそらく、この exit() 関数の実装
では、システム関数 _exit() が直接参照されるか、または RTLD_NEXT ハンドルを持つ dlsym()
を使ってシステム関数 exit() に達するまで呼び出しが続けられると考えられます。

最初は、-z interpose オプションを使ってこのオブジェクトを特定することを考えてはどうで
しょうか。ただし、この手法は、アプリケーションによってエクスポートされたすべてのインタフェー
スが割り込み処理として機能するため、かなりの重量になります。より適切な代替方法は、-z
interpose オプションを使用するとともに、割り込み処理を除く、アプリケーションで提供された
すべてシンボルをローカライズすることです。

しかし、INTERPOSE mapfile キーワードを使用すると、柔軟性が向上します。このキーワードを使
用すると、アプリケーションでいくつかのインタフェースをエクスポートしながら、それらのインタ
フェースから割り込み処理として機能させるものを選択できます。

STV_SINGLETON 可視性が割り当てられているシンボルには、効果的な割り込みの形態が備
わっています。表12-23「ELF シンボルの可視性」 を参照してください。これらのシンボルは、
コンパイルシステムによって、プロセス内の多数のオブジェクトで多重インスタンス化状態にな
る可能性がある実装に割り当てることができます。singleton シンボルへのすべての参照は、
プロセス内で最初に定義された singleton に結合されます。

シンボルの直接結合の回避
直接結合は明示的な割り込みでオーバーライドできます。187 ページの「明示的な割り込み
の定義」を参照してください。しかし、明示的な割り込みの確立を制御できない場合がありま
す。

たとえば、直接結合を使用する共有オブジェクトファミリを配布するとします。また、このファミリ
の共有オブジェクトによって提供されるシンボルに顧客が割り込むことがわかっています。これ
らの顧客が自身の割り込み要件を明示的に定義しないと、直接結合を使用する共有オブジェ
クトの再配布によって、その割り込みが損なわれる場合があります。

ユーザーが独自の割り込みルーチンを提供することを期待して、いくつかのデフォルトインタ
フェースを提供する共有オブジェクトを設計することもできます。

既存のアプリケーションが混乱を起こさないようにするため、1 つまたは複数のインタフェースに
明示的に直接結合しない共有オブジェクトを配布できます。

動的オブジェクトへの直接結合は、次のいずれかのオプションを使用すると回避できます。
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■ -B nodirect オプションを使用する。このオプションを使用すると、作成中のオブジェクトが
提供するインタフェースに直接結合されません。

■ NODIRECT mapfile キーワードを使用する。このキーワードを使用すると、個別のシンボル
への直接結合を避けられます。このキーワードは、239 ページの「SYMBOL_SCOPE/
SYMBOL_VERSION 指令」で説明されています。

■ singleton シンボル定義の結果として。

nodirect とラベルが付けられたインタフェースは、外部オブジェクトから直接結合できません。
また、nodirect とラベルが付けられたインタフェースは、同じオブジェクト内から直接結合でき
ません。

次のセクションでは、直接結合回避メカニズムの各使用方法について説明します。

-B nodirect オプションの使用方法

 -B nodirect オプションは、どの動的オブジェクトからの直接結合も回避する、もっとも簡単な
メカニズムを提供します。このオプションはほかのオブジェクトから、また作成中のオブジェクト
内からの直接結合を回避します。

次のコンポーネントを使用して、3 つの共有オブジェクト、A.so.1、O.so.1、およびX.so.1 を作成
します。-B nodirect オプションを使用すると、A.so.1 は O.so.1 に直接結合されません。しか
し、O.so.1 は、-z direct オプションを使用して X.so.1 への直接結合を引き続き確立できま
す。

$ cat a.c

extern int o(), p(), x(), y();

int a() { return (o() + p() - x() - y()); }

$ cat o.c

extern int x(), y();

int o() { return (x()); }

int p() { return (y()); }

$ cat x.c

int x() { return (1); }

int y() { return (2); }

$ cc -o X.so.1 -G -Kpic x.c

$ cc -o O.so.1 -G -Kpic o.c -Bnodirect -zdirect -R. X.so.1

$ cc -o A.so.1 -G -Kpic a.c -Bdirect -R. O.so.1 X.so.1

A.so.1 および O.so.1 のシンボル情報は、elfdump(1) で参照できます。

$ elfdump -y A.so.1

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
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     [1]  DBL     [3] X.so.1            x

     [5]  DBL     [3] X.so.1            y

     [6]  DL      [1] O.so.1            o

     [9]  DL      [1] O.so.1            p

$ elfdump -y O.so.1

     [3]  DB      [0] X.so.1            x

     [4]  DB      [0] X.so.1            y

     [6]  N                             o

     [7]  N                             p

文字「N」は、関数 o() および p() に直接結合が許可されていないことを示しています。A.so.1
が -B direct オプションによって直接結合を要求したとしても、関数 o() および p() に直接結
合は確立されません。O.so.1 は引き続き、-z direct オプションを使用して依存関係 X.so.1
への直接結合を要求できます。

Oracle Solaris ライブラリ libproc.so.1 は、-B nodirect オプションを使って作成されます。
このライブラリのユーザーは、多くの libproc 関数に対して独自のコールバックインタフェースを
用意することが求められています。libproc の依存関係から libproc 関数への参照は、いず
れかのユーザー定義 (このような定義がある場合) に結合する必要があります。

NODIRECT mapfile キーワードの使用方法

NODIRECT mapfile キーワードは、個々のシンボルへの直接結合を回避する手段を提供します。
このキーワードは、-B nodirect オプションよりも詳細に直接結合の回避を制御できます。

前の例で使用されたコンポーネントから、O.so.2 は、関数 o() に直接接続しないように作成で
きます。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_SCOPE {

        global:

                o       { FLAGS = NODIRECT };

};

$ cc -o O.so.2 -G -Kpic o.c -Mmapfile -zdirect -R. X.so.1

$ cc -o A.so.2 -G -Kpic a.c -Bdirect -R. O.so.2 X.so.1

A.so.2 および O.so.2 のシンボル情報は、elfdump(1) で参照できます。

$ elfdump -y A.so.2

     [1]  DBL     [3] X.so.1            x

     [5]  DBL     [3] X.so.1            y

     [6]  DL      [1] O.so.1            o

     [9]  DBL     [1] O.so.1            p

$ elfdump -y O.so.1

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
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     [3]  DB      [0] X.so.1            x

     [4]  DB      [0] X.so.1            y

     [6]  N                             o

     [7]  D           <self>            p

O.so.1 は、関数 o() が直接結合できないことを宣言するだけです。このため A.so.2
は、O.so.1 内の関数 p() に直接結合できます。

Oracle Solaris ライブラリ内にあるいくつかの個別インタフェースは、直接結合できないように
定義されています。データ項目 errno はその 1 例です。このデータ項目は libc.so.1 で定義
されています。このデータ項目は、ヘッダーファイル stdio.h をインクルードすることで参照でき
ます。しかし、多くのアプリケーションでは独自の errno を定義するように指導されているのが
一般的でした。libc.so.1 で定義された errno に直接結合するシステムライブラリファミリが
配布された場合、これらのアプリケーションの機能が損なわれることになります。

直接結合しないように定義された別のインタフェースファミリには、malloc(3C) ファミリがあり
ます。malloc() ファミリは、ユーザーアプリケーション内に頻繁に実装される別のインタフェース
セットです。これらのユーザー実装はシステム定義に割り込むことを意図しています。

注記 - Oracle Solaris OS には、代替の malloc() 実装を提供する、さまざまなシステム割り
込みライブラリが備わっています。また各実装は、プロセス内で使用される唯一の実装であるこ
とが期待されます。すべての malloc() 割り込みライブラリは -z interpose オプションを指定
して作成されています。libc.so.1 内の malloc() ファミリは、直接結合しないようにラベル付
けされているので、このオプションは必ずしも必要ではありません。

しかし、割り込み処理を作成するための先例とするため、割り込みライブラリは -z interpose
を指定して作成されました。この明示的な割り込みには、libc.so.1 内に確立された直接結合
の回避定義に対する不都合な相互作用はありません。

STV_SINGLETON 可視性が割り当てられているシンボルは、直接結合できません。表
12-23「ELF シンボルの可視性」 を参照してください。これらのシンボルは、コンパイルシステ
ムによって、プロセス内の多数のオブジェクトで多重インスタンス化状態になる可能性がある
実装に割り当てることができます。singleton シンボルへのすべての参照は、プロセス内で最
初に定義された singleton に結合されます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Amalloc-3c
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システムのパフォーマンスを最適化するオブジェクト
の構築

動的実行可能ファイルと共有オブジェクトについては、実行時の処理でこれらのオブジェクト
を使用するプロセスを確立する必要があります。プロセスの複数のインスタンスが常にアクティ
ブになることができ、同時に複数のプロセスが共有オブジェクトを使用できます。動的オブジェ
クトの構築は、実行時の初期設定、プロセス間でオブジェクトが共有される可能性、およびシス
テム全体のパフォーマンスに影響を与えます。

以降のセクションでは、動的オブジェクトの実行時の初期設定と処理、およびそれらの実行時
パフォーマンスに影響を与える要因 (テキストのサイズと純度、再配置のオーバーヘッドなど) に
ついて説明します。

elfdump を使用したファイルの解析
ELF ファイルの内容を解析するために、標準の UNIX ユーティリティー
dump(1)、nm(1)、size(1) など、さまざまなツールが使用できます。Oracle Solaris では、これ
らのツールは大部分が elfdump(1) に置き換えられました。

以降のセクションで説明するさまざまなパフォーマンスの問題を調べるには、eldump を使用し
て ELF オブジェクトの内容を診断すると役に立つことがあります。

ELF 形式では、データがセクションにまとめられます。次に、セクションはセグメントと呼ばれる
単位に割り当てられます。セグメントには、ファイルの一部がどのようにメモリーにマップされ
るかが記述されます。mmapobj(2) を参照してください。これらの読み込み可能セグメント
は、elfdump(1) コマンドを使用して PT_LOAD エントリを調べることによって表示できます。

$ elfdump -p -NPT_LOAD libfoo.so.1

Program Header[0]:

    p_vaddr:      0           p_flags:    [ PF_X PF_R ]

    p_paddr:      0           p_type:     [ PT_LOAD ]

    p_filesz:     0x53c       p_memsz:    0x53c

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1dump-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1nm-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1size-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2mmapobj-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
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    p_offset:     0           p_align:    0x10000

Program Header[1]:

    p_vaddr:      0x1053c     p_flags:    [ PF_X PF_W PF_R ]

    p_paddr:      0           p_type:     [ PT_LOAD ]

    p_filesz:     0x114       p_memsz:    0x13c

    p_offset:     0x53c       p_align:    0x10000

共有オブジェクト libfoo.so.1 には、一般に「テキスト」セグメントおよび「データ」セグメントと
呼ばれる 2 つの読み込み可能なセグメントがあります。テキストセグメントがマップされ、その
内容 (PF_X と PF_R) の読み込みと実行が可能になります。データセグメントもマップされ、その
内容 PF_W が変更できるようになります。データセグメントのメモリーサイズ (p_memsz) は、ファイ
ルサイズ (p_filesz) とは異なります。この違いは、データセグメントの一部であり、セグメントが
読み込まれると動的に作成される .bss セクションを示すものです。

プログラマがファイルについて考えるとき、多くの場合、そのコード内の関数とデータ要素を定義
するシンボルの点から考えます。これらのシンボルは、elfdump の -s オプションを使用すると
表示できます。

$ elfdump -sN.symtab libfoo.so.1

Symbol Table Section:  .symtab

   index    value     size  type bind oth ver shndx          name

    ....

    [36]  0x10628     0x28  OBJT GLOB  D    0 .data          data

    ....

    [38]  0x10650     0x28  OBJT GLOB  D    0 .bss           bss

    ....

    [40]    0x520      0xc  FUNC GLOB  D    0 .init          _init

    ....

    [44]    0x508     0x14  FUNC GLOB  D    0 .text          foo

    .... 

    [46]    0x52c      0xc  FUNC GLOB  D    0 .fini          _fini

elfdump で表示されるシンボルテーブル情報には、シンボルに関連するセクションが含まれま
す。elfdump の -c オプションを使用すると、これらのセクションに関する情報を表示できます。

$ elfdump -c libfoo.so.1

....

Section Header[6]:  sh_name: .text

    sh_addr:      0x4f8           sh_flags:   [ SHF_ALLOC SHF_EXECINSTR ]

    sh_size:      0x28            sh_type:    [ SHT_PROGBITS ]

    sh_offset:    0x4f8           sh_entsize: 0

    sh_link:      0               sh_info:    0

    sh_addralign: 0x8

Section Header[7]:  sh_name: .init

    sh_addr:      0x520           sh_flags:   [ SHF_ALLOC SHF_EXECINSTR ]

    sh_size:      0xc             sh_type:    [ SHT_PROGBITS ]
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    sh_offset:    0x520           sh_entsize: 0

    sh_link:      0               sh_info:    0

    sh_addralign: 0x4

Section Header[8]:  sh_name: .fini

    sh_addr:      0x52c           sh_flags:   [ SHF_ALLOC SHF_EXECINSTR ]

    sh_size:      0xc             sh_type:    [ SHT_PROGBITS ]

    sh_offset:    0x52c           sh_entsize: 0

    sh_link:      0               sh_info:    0

    sh_addralign: 0x4

....

Section Header[12]:  sh_name: .data

   sh_addr:      0x10628         sh_flags:   [ SHF_WRITE SHF_ALLOC ]

   sh_size:      0x28            sh_type:    [ SHT_PROGBITS ]

   sh_offset:    0x628           sh_entsize: 0

   sh_link:      0               sh_info:    0

   sh_addralign: 0x4

....

Section Header[14]:  sh_name: .bss

   sh_addr:      0x10650         sh_flags:   [ SHF_WRITE SHF_ALLOC ]

   sh_size:      0x28            sh_type:    [ SHT_NOBITS ]

   sh_offset:    0x650           sh_entsize: 0

   sh_link:      0               sh_info:    0

   sh_addralign: 0x4

....

上記の例の elfdump(1) からの出力は、関数 _init、foo、および _fini と、セクション
.init、.text、および .fini との関連を示します。これらのセクションは読み取り専用であるた
め、「テキスト」セグメントの一部です。

同様に、データ配列 data と bss は、それぞれセクション .data と .bss に関連付けられていま
す。これらのセクションは書き込み可能であるため、「データ」セグメントの一部です。

基本システム

アプリケーションは、動的実行可能ファイルと 1 つ以上の共有オブジェクトの依存関係から構
築されます。実行時には、動的実行可能ファイルと共有オブジェクトの読み込み可能な内容の
全体がそのプロセスの仮想アドレス空間にマップされます。各プロセスは、最初にメモリー内の
動的実行可能ファイルと共有オブジェクトの単一コピーを参照します。

動的オブジェクト内の再配置が処理され、シンボリック参照が該当する定義に結合されます。
これにより、オブジェクトがリンカーによって生成されたときには得られなかった真の仮想アドレ
スが計算されます。通常、これらの再配置によって、プロセスのデータセグメント内のエントリが
更新されます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
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オブジェクトの動的リンクのベースとなるメモリー管理スキームでは、プロセス間のメモリー共有
がページの粒度で行われます。メモリーページは、実行時に変更されていなければプロセス間で
共有できます。プロセスがデータ項目の書き込み時または共有オブジェクトへの参照の再配置
時にオブジェクトのページに書き込むと、そのページの専用コピーが生成されます。この専用コ
ピーは、オブジェクトのほかのユーザーに対して何も影響しません。ただし、このページはほかの
プロセス間での共有に伴う利点をすべて失います。この方法で変更されたテキストページは、
「純粋でない」(impure) と呼ばれます。

メモリーにマップされた動的オブジェクトのセグメントは、読み取り専用のテキストセグメントと読
み書き可能なデータセグメントに分類されます。193 ページの「elfdump を使用したファイル
の解析」 ファイルからこの情報を取得する方法については、Analyzing Files With elfdump
を参照してください。動的オブジェクトを開発するときの主要目的は、テキストセグメントを最大
化して、データセグメントを最小化することにあります。この分割により、動的オブジェクトの初期
設定と使用に必要な処理の量を削減しながら、コード共有の量を最適化できます。次のセクショ
ンでは、この目的を達成するために役立つメカニズムを示します。

動的依存関係の遅延読み込み
オブジェクトを遅延読み込みするように設定すると、共有オブジェクトの依存関係の読み込み
は、最初に参照されるまで延期できます。116 ページの「動的依存関係の遅延読み込み」を参
照してください。

小さいアプリケーションの場合、典型的な 1 つの実行スレッドでアプリケーションのすべての依
存関係を参照することができます。この場合、依存関係が遅延読み込み可に設定されている
かどうかに関係なく、アプリケーションはすべての依存関係を読み込みます。しかし、遅延読み
込みでは依存関係の処理が処理の起動時から延期され、処理の実行期間全体にわたって広
がります。

多くの依存関係を持つアプリケーションの場合、遅延読み込みを使用すると、一部の依存関係
がまったく読み込まれないことがあります。特定の実行スレッドで参照されない依存関係は読
み込まれません。

位置独立のコード

動的実行可能ファイル内のコードは、一般に位置依存であり、メモリー内の固定アドレスに結合
されます。一方、共有オブジェクトは、異なるプロセス内の異なる位置に読み込むことができま
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す。位置独立のコードは、特定のアドレスに結び付けられていません。このように独立しているた
め、コードは、そのコードを使用する各プロセス内の異なるアドレスで実際に実行できます。位置
独立のコードは、共有オブジェクトを作成する場合に推奨します。

コンパイラは、-K pic オプションによって、位置独立のコードを生成できます。

共有オブジェクトが位置に依存するコードで構築されている場合、テキストセグメントには実行
時に変更が必要となる場合があります。このような変更により、再配置可能な参照を、オブジェ
クトが読み込まれている位置に割り当てることができます。テキストセグメントの再配置を行う
には、セグメントを書き込み可能として再度マッピングする必要があります。このような変更に
はスワップ空間の予約が必要で、またプロセスのテキストセグメントの非公開コピーが行われ
ます。テキストセグメントは複数のプロセス間では共有できなくなります。位置に依存するコード
は、通常、対応する位置独立のコードよりも多くの実行時再配置を必要とします。概して、テキス
ト再配置を処理するオーバーヘッドは、重大な性能の低下の原因になる可能性があります。

位置独立のコードから構築された共有オブジェクトでは、そのデータセグメント内のデータを介
した間接参照として、再配置可能な参照が生成されます。テキストセグメント内のコードは変更
する必要はありません。すべての再配置更新がデータセグメント内の対応するエントリに適用
されます。特定の間接参照のテクニックの詳細については、449 ページの「大域オフセット
テーブル (プロセッサ固有)」と 450 ページの「プロシージャーのリンクテーブル (プロセッサ固
有)」を参照してください。

このような再配置が存在する場合、実行時リンカーはテキスト再配置を処理しようとします。た
だし、一部の再配置は実行時に処理できません。

x64 の位置に依存するコードのシーケンスは、下位 32 ビットのメモリーにのみ読み込み可能
なコードを生成できます。上位 32 ビットのアドレスはすべてゼロである必要があります。通常、
共有オブジェクトはメモリーの最上位に読み込まれるため、上位 32 ビットのアドレスが必要に
なります。そのため、x64 共有オブジェクト内の、位置に依存するコードは、再配置の要件に対
処するのに不十分です。共有オブジェクト内でそのようなコードを使用すると、実行時再配置エ
ラーが発生する可能性があります。

$ prog

ld.so.1: prog: fatal: relocation error: R_AMD64_32: file \

    libfoo.so.1: symbol (unknown): value 0xfffffd7fff0cd457 does not fit

位置独立のコードはメモリー内の任意の場所に読み込めるため、x64 の共有オブジェクトの要
件を満たします。

このような状況は、64 ビット SPARCV9 コードに使用されるデフォルトの ABS64 モードとは異
なります。位置に依存するこのコードは通常、完全な 64 ビットアドレス範囲と互換性がありま
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す。したがって、位置に依存するコードのシーケンスは、SPARCV9 共有オブジェクト内に存在
できます。64 ビット SPARCV9 コードに ABS32 モードまたは ABS44 モードのいずれかを使用し
ても、実行時に解決できない再配置が生じる可能性があります。ただし、これらの各モードでは、
実行時リンカーがテキストセグメントを再配置する必要があります。

実行時リンカーの機能や、再配置要件の違いに関係なく、共有オブジェクトは位置独立のコー
ドを使用して構築するべきです。

共有オブジェクトのうち、テキストセグメントに対して再配置を必要とするものを識別できます。
次の例では、elfdump(1) を使用して、TEXTREL エントリという動的エントリが存在するかどう
かを判別します。

$ cc -o libfoo.so.1 -G -R. foo.c

$ elfdump -d libfoo.so.1 | grep TEXTREL

    [9]  TEXTREL       0

注記 - TEXTREL エントリの値は関係ありません。共有オブジェクトにこのエントリが存在する場
合は、テキスト再配置があることを示しています。

テキスト再配置を含む共有オブジェクトが作成されるのを防ぐには、リンカーの -z text フラグ
を使用します。このフラグを使用すると、リンカーは、入力として使用された位置に依存するすべ
てのコードの出所を指摘する診断を生成します。次の例に、位置に依存するコードが、共有オブ
ジェクトの生成にどのように失敗するかを示します。

$ cc -o libfoo.so.1 -z text -G -R. foo.c

Text relocation remains                       referenced

  against symbol                  offset      in file

foo                                 0x0         foo.o

bar                                 0x8         foo.o

ld: fatal: relocations remain against allocatable but \

non-writable sections

ファイル foo.o から位置依存のコードが生成されたために、テキストセグメントに対して 2 つの
再配置が生成されています。これらの診断は、可能な場合、再配置の実行に必要なシンボリッ
ク参照すべてを示します。この場合、再配置はシンボル foo と bar に対するものです。

手書きのアセンブラコードが含まれ、その中に、位置独立の適切なプロトタイプが含まれていな
い場合、共有オブジェクト内ではテキスト再配置が発生する可能性もあります。

注記 - いくつかの単純なソースファイルをテストしながら、位置に依存しないコードを決定するこ
ともできます。中間アセンブラ出力を生成するコンパイラ機能を使用してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
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-K pic と -K PIC オプション

SPARC バイナリでは、-K pic オプションと代替の -K PIC オプションの動作がわずかに違って
おり、大域オフセットテーブルエントリの参照方法が異なります。449 ページの「大域オフセッ
トテーブル (プロセッサ固有)」を参照してください。

大域オフセットテーブルはポインタの配列で、エントリのサイズは、32 ビット (4 バイト) および
64 ビット (8 バイト) に固定です。次のコード例は、-K pic を使用して生成されるエントリを参照
します。

        ld    [%l7 + j], %o0    ! load &j into %o0

%l7 には、あらかじめ計算された参照元オブジェクトのシンボル _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ の
値が代入されます。

このコード例は、大域オフセットテーブルのエントリ用に 13 ビットの変位定数を提供します。つ
まり、この変位は、32 ビットのオブジェクトの場合は 2048 個の一意のエントリを提供し、64
ビットのオブジェクトの場合は 1024 個の一意のエントリを提供します。返されるエントリ数よ
り多くのエントリを要求するオブジェクトの場合、リンカーは致命的なエラーを生成します。

$ cc -K pic -G -o lobfoo.so.1 a.o b.o .... z.o

ld: fatal: too many symbols require 'small' PIC references: \

    have 2050, maximum 2048 -- recompile some modules -K PIC.

このエラー状態を解決するには、入力再配置可能オブジェクトの一部をコンパイルするとき
に、-K PIC オプションを指定します。このオプションは、32 ビットの定数を大域オフセットテーブ
ルエントリに使用します。

        sethi %hi(j), %g1

        or    %g1, %lo(j), %g1    ! get 32–bit constant GOT offset

        ld    [%l7 + %g1], %o0    ! load &j into %o0

elfdump(1) を -G オプションとともに使用すれば、オブジェクトのグローバルオフセットテーブ
ルの要件を調べることができます。リンカーのデバッグトークン -D got,detail を使用すれば、リ
ンク編集中のこれらのエントリの処理を確認することもできます。

頻繁にアクセスするデータ項目に対しては、-K pic を使用する方法が有利です。どちらの方法
でもエントリを参照することはできます。しかし、再配置可能オブジェクトをどちらの方法でコン
パイルしたらいいのか決めるのには時間がかかる上、性能はわずかしか改善されません。すべ
ての再配置型オブジェクトを -K PIC オプションを指定して再コンパイルする方が一般には簡
単です。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
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使用されない対象物の削除
入力再配置可能オブジェクトファイルから関数およびデータを取り込んでも、構築されているオ
ブジェクトで使用されない場合は無駄になります。この使用されない対象物によってオブジェ
クトが必要以上に肥大し、実行時にそのオブジェクトを使用するときのオーバーヘッドが増加し
ます。

使用されない共有オブジェクト依存関係への参照も無駄です。特に遅延読み込みがない場合
は、これらの参照によって実行時にこれらの共有オブジェクトの不必要な読み込みと処理が生
じます。

未使用のセクション、未使用の再配置可能オブジェクトファイル、および未使用の共有オブ
ジェクト依存関係は、リンク編集時にリンカーの -D unused デバッグオプションを使用して診断
できます。

未使用のファイルと依存関係は、-z guidance オプションを使用したときにも診断されます。

未使用のセクション、未使用のファイル、および未使用の依存関係は、リンク編集から削除す
べきです。この削除によって、リンク編集のコストが減少し、構築中のオブジェクトを実行時に
使用するコストも減少します。ただし、これらの項目の削除に問題がある場合は、-z discard-
unused オプションを使用すると、未使用の対象物を構築中のオブジェクトから破棄できます。

未使用セクションの削除
入力再配置可能オブジェクトファイルに含まれる ELF セクションは、3 つの条件が真である
場合に未使用と判定されます。

■ そのセクションは、大域シンボルを提供しません。
■ そのセクションは、割り当て可能なセグメントで使用されます。
■ そのセクションは、リンク編集で使用される (任意のオブジェクトに含まれる) ほかの使用

済みセクションによって参照されません。

未使用セクションをリンク編集から破棄するには、-z discard-unused=sections オプションを
使用します。

動的オブジェクトの外部インタフェースを定義することにより、未使用セクションを診断して破
棄するリンカーの機能を向上させることができます。第9章「インタフェースおよびバージョン管
理」を参照してください。インタフェースを定義すると、インタフェースの一部として定義されてい
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ない大域シンボルが局所に限定されます。ほかのオブジェクトから参照されない限定されたシ
ンボルは、破棄の対象として明確に識別されます。

関数やデータ変数が独自のセクションに割り当てられている場合、リンカーはこれらの項目を個
別に破棄できます。このセクション改良は、-xF コンパイラオプションを使用して実現できます。

未使用ファイルの削除
入力再配置可能オブジェクトファイルは、再配置可能オブジェクトによって提供されるすべて
の割り当て可能セクションが未使用である場合に、未使用と判定されます。

未使用ファイルは、-z guidance オプションで診断され、-z discard-unused=files オプション
を使用してリンク編集から破棄できます。

-z discard-unused オプションは、-z guidance の処理を補完するために、未使用セクションと
未使用ファイルを独立して制御します。-z guidance では、未使用と判定されるファイルが識別
されます。未使用ファイルは、多くの場合、リンク編集から簡単に削除できます。しかし、未使用
と判定されるセクションは -z guidance の処理では識別されません。未使用セクションは、削
除するためにより多くの調査と作業が必要であり、ユーザーが制御できないコンパイラ動作の
結果として生じる可能性があります。

-z guidance オプションとともに -z discard-unused=sections オプションを使用すると、未使
用セクションは自動的に削除されますが、未使用ファイルはリンク編集から削除する対象とし
て識別されます。

未使用の依存関係の削除
明示的な共有オブジェクト依存関係は、コマンド行でパス名または (より一般的には) -l オプ
ションを使用して定義されます。明示的な依存関係には、コンパイラドライバ (-lc など) によっ
て提供された可能性があるものも含まれます。

暗黙の依存関係は、明示的な依存関係の依存関係です。暗黙の依存関係は、すべてのシン
ボル解決の封じ込めを完成させるため、リンク編集の一部として処理できます。このシンボル
の封じ込めにより、構築中のオブジェクトが自己完結型であり、未参照のシンボルが残ってい
ないことが保証されます。

すべての動的オブジェクトは、必要な依存関係を定義すべきです。この要件は、動的実行可
能ファイルを構築するときはデフォルトで適用されますが、共有オブジェクトを構築するときに



使用されない対象物の削除

202 Oracle Solaris 11.2 リンカーとライブラリガイド • 2014 年 7 月

は適用されません。共有オブジェクトを構築するときにこの要件を適用するには、-z defs オプ
ションを使用します。

どの動的オブジェクトでも、必要としない依存関係を定義することは避けてください。実行時に
このような未使用の依存関係をロードすることは不要であり無駄です。

明示的な依存関係は、2 つの条件が真である場合に未使用と判定されます。

■ その依存関係によって提供される大域シンボルが、構築中のオブジェクトから参照されて
いません。

■ その依存関係は、暗黙の依存関係の要件を補いません。

未使用の依存関係は、-z guidance オプションを使用して診断します。これらの依存関係
はリンク編集から削除してください。ただし、これらの項目の削除に問題がある場合は、-z
discard-unused=dependencies オプションを使用すると、未使用の依存関係を構築中のオブ
ジェクトから破棄できます。

残念ながら、必要とする一部の依存関係を定義していない共有オブジェクトが存在していま
す。これらの場合、開発者はしばしば、元の依存関係を正確に再構築するのではなく、失われ
た依存関係を実行可能ファイルや構築しているほかの共有オブジェクトに追加します。このよ
うな依存関係は、補完依存関係と呼ばれます。

たとえば、共有オブジェクト bar.so からシンボル bar() を参照する共有オブジェクト foo.so
を考えてみます。ただし、foo.so には bar.so への依存関係が示されていません。foo.so を調
べた結果、シンボル bar() が見つからないので必要な依存関係が欠如しているとわかります。

% ldd -r foo.so

     libc.so.1 =>     /lib/libc.so.1

     symbol not found: bar           (foo.so)

ここで、共有オブジェクト foo.so からシンボル foo() を参照する実行可能ファイルを作成す
る必要のあるアプリケーション開発者を考えてみます。foo.so への必要な依存関係を指定しま
すが、実行可能ファイルのリンク編集は失敗します。

% cc -Bdirect -o main main.c -L. -lfoo

Undefined                       first referenced

  symbol                             in file

  bar                                 ./libfoo.so

ld: fatal: symbol referencing errors

開発者は、bar.so への補完依存関係を追加して、この状況を強制的に修正します。

% cc -Bdirect -o main main.c -L. -lfoo -lbar
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この修正によって、実行時に必要なすべて依存関係をロードするアプリケーションが作成され、
問題は解決したように見えます。ただし、この結果は盤石ではありません。将来、bar.so からの
シンボルを必要としない foo.so が配信されれば、このアプリケーションは理由もなく bar.so
をロードすることになります。より適切な解決方法は、失われた依存関係 bar.so を追加して
foo.so を修正するというものです。

補完依存関係の出現はガイダンスを通じて診断されます。

% cc -Bdirect -zguidance -o main main.c -L. -lfoo -lbar

ld: guidance: removal of compensating dependency recommended: libbar.so

補完依存関係はガイダンスを通じて診断されますが、-z discard-unused=dependencies から
削除されません。依存関係は作成されているオブジェクトに関して使用されない場合もありま
すが、リンク編集のほかのコンポーネントで使用されます。この依存関係を削除すると、実行時
に実行できないオブジェクトが作成されることになります。

補完依存関係は、計画的に -z defs オプションを使用してすべての動的オブジェクトを構築す
ることで不要になります。

-z ignore および -z record オプションは、-z discard-unused=dependencies オプションと組
み合わせて使用できる定位置オプションです。これらの定位置オプションは、対象となるオブ
ジェクトを選択して、破棄機能をオンまたはオフにします。

共有可能性の最大化

195 ページの「基本システム」で説明したように、共有オブジェクトのテキストセグメントだ
けが、それを使用するすべてのプロセスによって共有されます。オブジェクトのデータセグメント
は、通常共有されません。共有オブジェクトを使用する各プロセスは、そのデータセグメント全
体の専用メモリーコピーをそのセグメント内に書き込まれるデータ項目として生成します。データ
セグメントを削減するには、テキストセグメントに書き込まれることがないデータ要素を移動する
か、またはデータ項目を完全に削除します。

次のセクションでは、データセグメントのサイズを削減するために使用できるいくつかのメカニ
ズムについて説明します。
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テキストへの読み取り専用データの移動

読み取り専用のデータ要素はすべて、const 宣言を使用して、テキストセグメントに移動する必
要があります。たとえば、次の文字列は、書き込み可能なデータセグメントの一部である .data
セクションにあります。

        char *rdstr = "this is a read-only string";

これに対して、次の文字列は、テキストセグメント内にある読み取り専用データセクションである
.rodata セクション内にあります。

        const char *rdstr = "this is a read-only string";

読み取り専用要素をテキストセグメントに移動することによるデータセグメントの削減は目的に
沿うものです。ただし、再配置を必要とするデータ要素を移動すると、逆効果になるおそれがあ
ります。たとえば、次の文字列配列があるとします。

        char *rdstrs[] = { "this is a read-only string",

                           "this is another read-only string" };

次の定義を使用するほうが良いと思われるかもしれません。

        const char *const rdstrs[] = { .... };

この定義により、文字列とこれらの文字列へのポインタ配列は、確実に .rodata セクションに
置かれます。ただし、ユーザーがアドレス配列を読み取り専用と認識しても、実行時にはこれらの
アドレスを再配置しなければなりません。したがって、この定義では再配置が作成されます。配
列を次のように表現してみます。

        const char *rdstrs[] = { .... };

配列ポインタは、再配置できる書き込み可能なデータセグメント内に保持されます。配列文字
列は、読み取り専用のテキストセグメント内に保持されます。

注記 - コンパイラによっては、位置独立のコードを生成するときに、実行時に再配置を行うことに
なる読み取り専用割り当てを検出できるものがあります。このようなコンパイラは、このような項
目を書き込み可能なセグメントに配置します。たとえば、.picdata です。
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多重定義されたデータの短縮

多重定義されたデータを短縮すると、データを削減できます。同じエラーメッセージが複数回発
生するプログラムの場合は、1 つの大域なデータを定義し、ほかのインスタンスすべてにこれを
参照させると効率が良くなります。次に例を示します。

const char *Errmsg = "prog: error encountered: %d";

foo()

{

        ....

        (void) fprintf(stderr, Errmsg, error);

        ....

この種のデータ削減に適した対象は文字列です。共有オブジェクトでの文字列の使用
は、strings(1) を使用して調べることができます。次の例では、ファイル libfoo.so.1 内に、
データ文字列のソートされたリストを生成します。このリスト内の各項目には、文字列の出現回
数を示す接頭辞が付いています。

$ strings -10 libfoo.so.1 | sort | uniq -c | sort -rn

自動変数の使用

データ項目用の永続ストレージは、関連する機能が自動 (スタック) 変数を使用するように設計
できる場合、完全に削除することができます。永続ストレージを少しでも削除すると、通常これに
対応して、必要な実行時再配置の数も減ります。

バッファーの動的割り当て

大きなデータバッファーは、通常、永続ストレージを使用して定義するのではなく、動的に割り当
てる必要があります。これにより、アプリケーションの現在の呼び出しで必要なバッファーだけが
割り当てられるため、メモリー全体を節約できます。動的割り当てを行うと、互換性に影響を与え
ることなくバッファーのサイズを変更できるため、柔軟性も増します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1strings-1
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ページング回数の削減

新しいページにアクセスするすべてのプロセスでページフォルトが発生します。これはコストの
かかる操作です。共有オブジェクトは多数のプロセスで使用できるため、共有オブジェクトへ
のアクセスによって生成されるページフォルトの数を減らすと、プロセスおよびシステム全体の
効率が改善される可能性があります。

使用頻度の高いルーチンとそのデータを隣接するページの集合として編成すると、参照の効率
が良くなるため、性能は通常向上します。あるプロセスがこれらの関数の 1 つを呼び出すとき、
この関数がすでにメモリー内にある場合があります。これは、この関数が、使用頻度の高いほ
かの関数のすぐ近くに存在するためです。同様に、相互に関連する関数をグループ化すると、
参照効率が向上します。たとえば、関数 foo() への呼び出しによって、常に関数 bar() が呼び
出される場合は、これらの関数を同じページ上に置きます。cflow(1)、tcov(1)、prof(1)、お
よび gprof(1) などのツールは、コードカバレージとプロファイリングを判定するために役立ちま
す。

関連する機能は、各自の共有オブジェクトに分離してください。標準 C ライブラリは従来、関
連しない多数の関数を含んで構築されていました。たとえば、単一の実行可能ファイルがこの
ライブラリ内のすべてを使用することはほとんどありません。このライブラリは広範囲に使用さ
れるため、実際に使用頻度のもっとも高い関数がどれかを判定することもかなり困難です。こ
れに対して、共有オブジェクトを最初から設計する場合は、関連する関数だけを共有オブジェ
クト内に保持してください。これにより、参照の近傍性が改善するだけでなく、オブジェクト全体
のサイズを減らすという効果も得られます。

再配置

108 ページの「再配置処理」では、実行時リンカーが動的実行可能ファイルと共有オブジェ
クトを再配置して、「実行可能」プロセスを作成するためのメカニズムについて説明しまし
た。109 ページの「再配置シンボルの検索」と 207 ページの「再配置が実行されるとき」は、
この再配置処理を 2 つの領域に分類して、関連のメカニズムを簡素化して説明しています。こ
れらの 2 つのカテゴリは、再配置による性能への影響を考慮するためにも最適です。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1prof-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1gprof-1
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シンボルの検索

実行時リンカーは、特定のシンボルを検索する必要が生じると、デフォルトでは各オブジェクト
内でそのシンボルを検索します。まず動的実行可能プログラムから検索してから、 オブジェクト
が読み込まれた順番に共有オブジェクトを検索します。ほとんどの場合、シンボル再配置を必
要とする共有オブジェクトは、シンボル定義の提供者になります。

この状況では、この再配置に使用されるシンボルが共有オブジェクトのインタフェースの一部
として必要ではない場合、このシンボルは静的変数または自動変数に変換される可能性が高
くなります。シンボル削減は、共有オブジェクトのインタフェースから削除されたシンボルにも適
用できます。詳細は、53 ページの「シンボル範囲の縮小」を参照してください。これらの変換を
行うことによって、リンカーは、共有オブジェクトの作成中にこれらのシンボルに対するシンボル
再配置を処理しなければならなくなります。

共有オブジェクトから表示できなければならない唯一の大域データ項目は、そのユーザーイン
タフェースに関するものです。しかし、大域データは異なる複数のソースファイルにある複数の関
数から参照できるように定義されていることが多いため、これは歴史的に達成が困難です。シ
ンボルの縮小を適用することによって、不要な大域シンボルを削除できます。53 ページの「シ
ンボル範囲の縮小」を参照してください。共有オブジェクトからエクスポートされた大域シンボ
ルの数を少しでも減らせば、再配置のコストを削減し、性能全体を向上させることができます。

直接結合を使用すると、多数のシンボル再配置や依存関係を伴う動的プロセスでのシンボル
検索オーバーヘッドも大幅に削減できます。第6章「直接結合」を参照してください。

再配置が実行されるとき

すべての即時参照再配置は、アプリケーションが制御を取得する前の、プロセスの初期設定中
に実行する必要があります。これに対して、遅延参照は、関数の最初のインスタンスが呼び出
されるまで延期できます。即時参照は通常、データ参照によって行われます。このため、データ参
照の数を少なくすることによって、プロセスの実行時初期設定も削減されます。

初期設定再配置コストは、データ参照を関数参照に変換して延期することもできます。たとえ
ば、機能インタフェースによってデータ項目を返すことができます。この変換を行うと、初期設定
再配置コストがプロセスの実行期間中に効率的に分配されるため、性能は明らかに向上しま
す。いくつかの機能インタフェースはプロセスの特定の呼び出しでは決して呼び出されない可
能性もあるため、それらの再配置オーバーヘッドもすべてなくなります。
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機能インタフェースを使用した場合の利点については、208 ページの「コピー再配置」セク
ションで説明します。このセクションでは、動的実行可能ファイルと共有オブジェクトの間で使
用される特殊でコストのかかる再配置メカニズムについて説明します。また、この再配置による
オーバーヘッドを回避する方法の例も示します。

再配置セクションの結合
再配置可能オブジェクト内の再配置セクションは通常、再配置の適用対象となるセクションと
の 1 対 1 の関係が維持されます。ただし、リンカーエディタによって実行可能ファイルまたは共
有オブジェクトが作成するときに、プロシージャーリンクテーブルの再配置を除くすべての再配
置が .SUNW_reloc という名前の 1 つの共通セクションに配置されます。

この方法で再配置レコードを結合すると、すべての RELATIVE 再配置を 1 つにグループ化でき
ます。すべてのシンボルの再配置は、シンボル名によって並べ替えられます。RELATIVE 再配置
をグループ化すると、DT_RELACOUNT/DT_RELCOUNT .dynamic エントリを使用した最適な実行時
処理が行われます。シンボルのエントリを並べ替えると、実行時にシンボルを検索する時間を
削減できます

コピー再配置
共有オブジェクトは、通常、位置独立のコードによって構築されます。このタイプのコードか
ら外部データ項目への参照は、1 組のテーブルによる間接アドレス指定を使用します。詳細
は、196 ページの「位置独立のコード」を参照してください。これらのテーブルは、データ項目
の実アドレスによって実行時に更新されます。これらの更新されたテーブルによって、コード自体
を変更することなくデータにアクセスすることができます。

ただし、動的実行可能ファイルは通常、位置独立のコードからは作成されません。これらのファ
イルが作成する外部データへの参照は、その参照を行うコードを変更することによって実行時に
しか実行できないように見えます。読み取り専用のテキストセグメントの変更は、回避する必要
があります。コピー再配置という再配置手法が、この参照を解決するために使用されます。

動的実行可能ファイルを作成するためにリンカーが使用され、データ項目への参照が依存共有
オブジェクトのどれかに常駐するとします。動的実行可能ファイルの .bss で、共有オブジェク
ト内のデータ項目のサイズに等しいスペースが割り当てられます。このスペースには、共有オブ
ジェクトに定義されているのと同じシンボリック名も割り当てられます。リンカーは、このデータ割
り当てとともに特殊なコピー再配置レコードを生成して、実行時リンカーに対し、共有オブジェク
トから動的実行可能ファイル内のこの割り当てスペースへデータをコピーするように指示します。
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このスペースに割り当てられたシンボルは大域であるため、すべての共有オブジェクトからのす
べての参照を満たすために使用されます。動的実行可能ファイルは、データ項目を継承します。
この項目を参照するプロセス内のほかのオブジェクトすべてが、このコピーに結合されます。コ
ピーの元となるデータは使用されなくなります。

このメカニズムの次の例では、標準 C ライブラリ内で保持されるシステムエラーメッセージの
配列を使用します。SunOS オペレーティングシステムの以前のリリースでは、この情報へのイン
タフェースが、2 つの大域変数 sys_errlist[] および sys_nerr によって提供されました。最初
の変数はエラーメッセージ文字列を提供し、2 つめの変数は配列自体のサイズを示しました。こ
れらの変数はアプリケーション内で、通常次のように使用されていました。

$ cat foo.c

extern int sys_nerr;

extern char *sys_errlist[];

char *

error(int errnumb)

{

        if ((errnumb < 0) || (errnumb >= sys_nerr))

                return (0);

        return (sys_errlist[errnumb]);

}

アプリケーションは、関数 error を使用して、番号 errnumb に対応するシステムエラーメッセー
ジを取得します。

このコードを使用して作成された動的実行可能ファイルを調べると、コピー再配置の実装が更
に詳細に示されます。

$ cc -o prog main.c foo.c

$ elfdump -sN.dynsym prog | grep ' sys_'

    [24]   0x21240   0x260  OBJT GLOB  D    1 .bss           sys_errlist

    [39]   0x21230     0x4  OBJT GLOB  D    1 .bss           sys_nerr

$ elfdump -c prog

....

Section Header[19]:  sh_name: .bss

    sh_addr:      0x21230         sh_flags:   [ SHF_WRITE SHF_ALLOC ]

    sh_size:      0x270           sh_type:    [ SHT_NOBITS ]

    sh_offset:    0x1230          sh_entsize: 0

    sh_link:      0               sh_info:    0

    sh_addralign: 0x8

....

$ elfdump -r prog

Relocation Section:  .SUNW_reloc

      type                     offset     addend  section        symbol

  ....

  R_SPARC_COPY                0x21240          0  .SUNW_reloc    sys_errlist

  R_SPARC_COPY                0x21230          0  .SUNW_reloc    sys_nerr
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  ....

リンカーは、動的実行可能ファイルの .bss にスペースを割り当てて、sys_errlist および
sys_nerr によって表されるデータを受け取っています。これらのデータは、プロセス初期設定時
に、実行時リンカーによって C ライブラリからコピーされます。このため、これらのデータを使用す
る各アプリケーションは、データの専用コピーを各自のデータセグメントで取得します。

この手法には、実際には 2 つの欠点があります。まず、各アプリケーションでは、実行時のデー
タコピーによるオーバーヘッドによって性能が低下します。もう 1 つは、データ配列 sys_errlist
のサイズが、C ライブラリのインタフェースの一部になるという点です。新しいエラーメッセージ
が追加されるなど、この配列のサイズが変わったとします。この配列を参照する動的実行可能
ファイルすべてで、新しいエラーメッセージにアクセスするための新しいリンク編集を行う必要が
あります。この新しいリンク編集が行われないと、動的実行可能ファイル内の割り当てスペース
が不足して、新しいデータを保持できません。

このような欠点は、動的実行可能ファイルに必要なデータが機能インタフェースによって提供さ
れればなくなります。ANSI C 関数 strerror(3C) は、提示されたエラー番号に基づいて該
当するエラー文字列へのポインタを返します。この関数の実装状態は次のようになります。

$ cat strerror.c

static const char *sys_errlist[] = {

    "Error 0",

    "Not owner",

    "No such file or directory",

    ....

};

static const int sys_nerr = sizeof (sys_errlist) / sizeof (char *);

char *

strerror(int errnum)

{

        if ((errnum < 0) || (errnum >= sys_nerr))

                return (0);

        return ((char *)sys_errlist[errnum]);

}

foo.c のエラールーチンは、ここではこの機能インタフェースを使用するように単純化できます。
これによって、プロセス初期設定時に元のコピー再配置を実行する必要がなくなります。

また、データは共有オブジェクト限定のものであるため、そのインタフェースの一部ではなくなり
ます。したがって、共有オブジェクトは、データを使用する動的実行可能ファイルに悪影響を与
えることなく、自由にデータを変更できます。共有オブジェクトのインタフェースからデータ項目を
削除すると、一般に共有オブジェクトのインタフェースとコードが維持しやすくなるとともに、性
能も向上します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Astrerror-3c
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ldd(1) に -d オプションまたは -r オプションのどちらかをつけて使用すると、動的実行可能
ファイル内にコピー再配置があるかどうかを検証できます。

たとえば、動的実行可能ファイル prog が当初、次の 2 つのコピー再配置が記録されるように、
共有オブジェクト libfoo.so.1 に対して構築されている場合を考えます。

$ cat foo.c

int _size_gets_smaller[16];

int _size_gets_larger[16];

$ cc -o libfoo.so -G foo.c

$ cc -o prog main.c -L. -R. -lfoo

$ elfdump -sN.symtab prog | grep _size

    [49]   0x211d0   0x40  OBJT GLOB  D    0 .bss           _size_gets_larger

    [59]   0x21190   0x40  OBJT GLOB  D    0 .bss           _size_gets_smaller

$ elfdump -r prog | grep _size

  R_SPARC_COPY                0x211d0          0  .SUNW_reloc    _size_gets_larger

  R_SPARC_COPY                0x21190          0  .SUNW_reloc    _size_gets_smaller

これらのシンボルについて異なるサイズを含む、この共有オブジェクトの新しいバージョンが提
供されているとします。

$ cat foo2.c

int _size_gets_smaller[4];

int _size_gets_larger[32];

$ cc -o libfoo.so -G foo2.c

$ elfdump -sN.symtab libfoo.so | grep _size

    [37]   0x105cc   0x10  OBJT GLOB  D    0 .bss           _size_gets_smaller

    [41]   0x105dc   0x80  OBJT GLOB  D    0 .bss           _size_gets_larger

この動的実行可能ファイルに対して ldd(1) を実行すると、次の結果が返されます。

$ ldd -d prog

    libfoo.so.1 =>   ./libfoo.so.1

    ....

    relocation R_SPARC_COPY sizes differ: _size_gets_larger

        (file prog size=0x40; file ./libfoo.so size=0x80)

        prog size used; possible data truncation

    relocation R_SPARC_COPY sizes differ: _size_gets_smaller

        (file prog size=0x40; file ./libfoo.so size=0x10)

        ./libfoo.so size used; possible insufficient data copied

....

ldd(1) は、動的実行可能ファイルが、共有オブジェクトが提供することができるデータすべて
をコピーする一方で、その割り当てスペースで許容できる量しか受け付けないということを知ら
せています。

位置独立のコードだけでアプリケーションを作成すれば、コピー再配置を完全に排除することが
できます。196 ページの「位置独立のコード」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
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-B symbolic オプションの使用
リンカーの -B symbolic オプションを使用すると、シンボルの参照を共有オブジェクト内の大
域定義に結合できます。このオプションは、実行時リンカーそのものを作成するために設計され
たという意味で、長い歴史があるといえます。

-B symbolic オプションを使用するときは、オブジェクトのインタフェースを定義し、非公開シン
ボルをローカルに縮小する必要があります。53 ページの「シンボル範囲の縮小」を参照してくだ
さい。-B symbolic を使用すると直感的にはわからない副産物ができることがあります。

シンボリックに結合されたシンボルが割り込まれた場合、シンボリックに結合されたオブジェク
トの外からのそのシンボルへの参照は、その割り込みに結合します。オブジェクトそのものはす
でに内部的に結合されています。本質的に、同じ名前を持つ 2 つのシンボルは、プロセス内か
ら参照されます。シンボリックに結合されたデータシンボルは、コピーを再配置し、同じ割り込み
状態を作成します。208 ページの「コピー再配置」を参照してください。

注記 - シンボリックに結合された共有オブジェクトは、.dynamic フラグ DF_SYMBOLIC で表され
ます。このタグは情報を提供するだけです。実行時リンカーは、これらのオブジェクトからのシン
ボルの検索をほかのオブジェクトからの場合と同じ方法で処理します。シンボリック結合はリン
カーフェーズで作成されたものと想定されます。

共有オブジェクトのプロファイリング

実行時リンカーは、アプリケーションの実行中に処理された共有オブジェクトすべてのプロファ
イリング情報を生成できます。実行時リンカーは、共有オブジェクトをアプリケーションに結合
しなくてはならないため、すべての大域関数結合を横取りすることができます。これらの結合
は、.plt エントリによって起こります。このメカニズムの詳細は、207 ページの「再配置が実
行されるとき」を参照してください。

LD_PROFILE 環境変数には、プロファイル対象となる共有オブジェクトの名前を指定します。こ
の環境変数を使用すると、単一の共有オブジェクトを解析できます。環境変数の設定は、1 つ
または複数のアプリケーションによる共有オブジェクトの使用を解析するために使用できます。
次の例では、コマンド ls(1) の 1 回の呼び出しによる libc の使用が解析されます。

$ LD_PROFILE=libc.so.1  ls -l

次の例では、環境変数の設定は構成ファイルに記録されます。この設定によって、アプリケー
ションが libc を使用するたびに、解析情報が蓄積されます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ls-1
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# crle  -e LD_PROFILE=libc.so.1

$ ls -l

$ make

$ ....

プロファイル処理が有効化されると、プロファイルデータファイルがまだ存在していない場合に
はそれが作成されます。このファイルは、実行時リンカーに割り当てられます。上記の例で、この
データファイルは /var/tmp/libc.so.1.profile です。64 ビットライブラリは、拡張プロファイ
ル形式を必要とし、.profilex 接尾辞を使用して書かれます。代替ディレクトリを指定して、環
境変数 LD_PROFILE_OUTPUT によってプロファイルデータを格納することもできます。

このプロファイルデータファイルは、profil(2) データを保存して、指定の共有オブジェク
トの使用に関連するカウント情報を呼び出すために使用されます。このプロファイルデータ
は、gprof(1) によって直接調べることができます。

注記 - gprof(1) は通常、cc(1) の -xpg オプションを使用してコンパイルされた実行可能ファ
イルにより作成された、gmon.out プロファイルデータを解析するために使用されます。実行時リ
ンカーのプロファイル解析では、このオプションによってコードをコンパイルする必要はありませ
ん。依存共有オブジェクトがプロファイルされるアプリケーションは、profil(2) に対して呼び
出しを行うことができません。これは、このシステム呼び出しでは、同じプロセス内で複数の呼
び出しが行われないためです。同じ理由から、cc(1) の-xpg オプションによって、これらのアプ
リケーションをコンパイルすることもできません。このコンパイラによって生成されたプロファイリ
ングのメカニズムが profil(2) の上にも構築されます。

このプロファイリングメカニズムのもっとも強力な機能の 1 つに、複数のアプリケーションに使
用される共有オブジェクトの解析があります。通常、プロファイリング解析は、1 つまたは 2 つ
のアプリケーションを使用して実行されます。しかし共有オブジェクトは、その性質上、多数のア
プリケーションで使用できます。これらのアプリケーションによる共有オブジェクトの使用方法を
解析すると、共有オブジェクトの全体の性能を向上させるには、どこに注意すべきかを理解で
きます。

次の例は、ソース階層内でいくつかのアプリケーションを作成したときの libc の性能解析を示
しています。

$ LD_PROFILE=libc.so.1 ; export LD_PROFILE

$ make

$ gprof -b /lib/libc.so.1 /var/tmp/libc.so.1.profile

....

granularity: each sample hit covers 4 byte(s) ....

                                  called/total     parents

index  %time    self descendents  called+self    name      index

                                  called/total     children

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2profil-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1gprof-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1gprof-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2profil-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2profil-2
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....

-----------------------------------------------

                0.33        0.00      52/29381     _gettxt [96]

                1.12        0.00     174/29381     _tzload [54]

               10.50        0.00    1634/29381     <external>

               16.14        0.00    2512/29381     _opendir [15]

              160.65        0.00   25009/29381     _endopen [3]

[2]     35.0  188.74        0.00   29381         _open [2]

-----------------------------------------------

....

granularity: each sample hit covers 4 byte(s) ....

   %  cumulative    self              self    total

 time   seconds   seconds    calls  ms/call  ms/call  name

 35.0     188.74   188.74    29381     6.42     6.42  _open [2]

 13.0     258.80    70.06    12094     5.79     5.79  _write [4]

  9.9     312.32    53.52    34303     1.56     1.56  _read [6]

  7.1     350.53    38.21     1177    32.46    32.46  _fork [9]

 ....

特殊名 <external> は、プロファイル中の共有オブジェクトのアドレス範囲外からの参照を示し
ています。したがって、上記の例では、1634 は、動的実行可能ファイルから、またはプロファイ
ル解析の進行中に libc によって結合されたほかの共有オブジェクトから発生した libc 内の
関数 open(2) を呼び出しています。

注記 - 共有オブジェクトのプロファイルは、マルチスレッド化に対し安全です。ただし、あるスレッ
ドがプロファイルデータ情報を更新しているときに、もう 1 つのスレッドが fork(2) を呼び出す
場合は例外です。fork(2) を使用すると、この制限はなくなります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2open-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2fork-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2fork-2
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 8 ♦  ♦  ♦        第    8    章 

mapfile

mapfile を使用すると、リンカーの操作と、結果として得られる出力オブジェクトを詳細に制御で
きます。

■ 出力セグメントの作成または変更、あるいはその両方を行います。
■ 入力セクションをセグメントに割り当てる方法と、それらのセクションの相対的な順序を定

義します。
■ シンボル範囲の指定またはバージョン管理、あるいはその両方を行うことによって、共有可

能なオブジェクト用の安定した、下位互換性を持つインタフェースを作成します。
■ 共有可能なオブジェクトの依存関係から、使用対象のバージョンを定義します。
■ 出力オブジェクトにヘッダーオプションを設定します。
■ 動的実行可能ファイルのプロセススタック属性を設定します。
■ ハードウェアおよびソフトウェア機能を設定またはオーバーライドします。

注記 - mapfile を使用せずにリンカーを使用すると、有効な ELF 出力ファイルが常に生成され
ます。mapfile オプションによって、出力オブジェクトに対する高い柔軟性と高性能の制御機
能がユーザーに提供されますが、一部のオプションによって、無効または使用できないオブジェ
クトが生成される可能性があります。ユーザーは、ELF 形式を制御する規則および規約につい
ての知識を持っていることが期待されます。

-M コマンド行オプションは、使用される mapfile を指定するために使用されます。単一のリンク
操作内で複数の mapfile を使用できます。複数の mapfile が指定されると、リンカーは、それ
らがあたかも単一の論理 mapfile であるかのように、各ファイルを指定された順序で処理しま
す。この処理は、あらゆる入力オブジェクトが処理される前に実行されます。

システムの /usr/lib/ld ディレクトリ内に、一般的な問題を解決するためのサンプル mapfile
が提供されています。
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mapfile の構造と構文
mapfile 指令は複数の行に渡ることができ、改行を含む空白文字を任意の数だけ含めることが
できます。

すべての構文説明について、次の表記が適用されます。

■ 空白文字または改行は、名前または値の中を除いてどこにでも入れられます。
■ ハッシュ文字 (#) で始まり改行で終わるコメントは、空白文字を入れることができる場所で

あれば、どこにでも入れられます。コメントはリンカーによって解釈されず、ドキュメント化の
ためのみに使用されます。

■ すべての指令はセミコロン (;) で終了します。{....} セクション内の最後のセミコロンは省
略できます。

■ 固定幅のすべての文字エントリ、すべてのコロン (:)、セミコロン (;)、代入 (=, +=, -=)、お
よび括弧 {....} は、そのままの文字を入力します。

■ 「斜体文字」で示されたエントリはすべて、適切なもので置き換える。
■ [ .... ] 括弧はオプションの構文を示すために使用されます。括弧は入力しません。実際

の指令内には現れません。
■ 名前は大文字と小文字の区別がある文字列です。表8-2「mapfile 内で一般的に使用され

る名前およびその他の文字列」 には、mapfile 内で一般的に見られる名前およびその他の
文字列のリストが含まれています。名前は 3 つの異なる形式で指定できます。

■ 引用符なし

引用符なしの名前は英字および数字のシーケンスです。最初の文字は英字である必要
があり、0 個以上の英字または数字が後に続きます。パーセント (%)、斜線 (/)、ピリオド
(.)、および下線 (_) は英字としてカウントされます。ドル記号 ($)、およびハイフン (-) は
数字としてカウントされます。

■ 単一引用符

単一引用符 (') で囲んだ名前は、単一引用符または改行以外のすべての文字を含む
ことができます。すべての文字はリテラル文字として解釈されます。この引用形式は、引
用符なしの名前では許可されない通常のプリント可能文字を含むファイルパスやその
他の名前を指定する場合に便利です。

■ 二重引用符

二重引用符 (") で囲んだ名前は、二重引用符または改行以外のすべての文字を含む
ことができます。バックスラッシュ (\) はエスケープ文字です。C プログラミング言語の
文字列リテラル内で使用される場合と同じように機能します。表8-1「二重引用符テキ
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ストのエスケープシーケンス」 で示すように、前にバックスラッシュが付いた文字は、そ
れらが表す文字に置換されます。表8-1「二重引用符テキストのエスケープシーケンス」
に示す文字以外の文字がバックスラッシュのあとに続くと、エラーになります。

■ value は数値を表し、整数定数について C 言語で使用される規則に従って、16 進数、10
進数、または 8 進数が使えます。すべての値は符号なしの整数値で、32 ビット出力オブ
ジェクトの場合は 32 ビット、64 ビット出力オブジェクトの場合は 64 ビットです。

■ segment_flags には、表8-3「セグメントフラグ」 に示す 1 つ以上の値の空白区切りのリス
トとしてメモリーアクセス権を指定します。これらの値は <sys/elf.h> 内に定義されている
PF_ 値に対応します。

表 8-1 二重引用符テキストのエスケープシーケンス

エスケープシーケンス 意味

\a 警告 (ベル)

\b バックスペース

\f 用紙送り

\n 改行

\r return

\t 水平タブ

\v 垂直タブ

\\ バックスラッシュ

\' 単一引用符

\" 二重引用符

\ooo 8 進数の定数で、ooo は 1 つから 3 つまでの 8 進数 (0....7) です

表 8-2 mapfile 内で一般的に使用される名前およびその他の文字列

名前 目的

segment_name ELF セグメントの名前

section_name ELF セクションの名前

symbol_name ELF シンボルの名前

file_path ELF オブジェクトまたは ELF オブジェクトを含むアーカイブを参照
するために使用される、スラッシュ (/) で区切られた複数の名前か
ら構成される UNIX のファイルパス

file_basename file_path の最後のコンポーネント (basename(1))

objname file_basename、またはアーカイブ内に含まれているオブジェクトの名
前
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名前 目的

soname 共有可能オブジェクトの SONAME に使用される共有可能オブ
ジェクト名 (libc.so.1 など)

version_name ELF バージョン管理セクション内で使用されるシンボルバージョン
の名前

inherited_version_name 別のシンボルバージョンによって継承されたシンボルバージョンの名
前

表 8-3 セグメントフラグ

フラグの値 意味

READ セグメントは読み込み可能です

WRITE セグメントは書き込み可能です

EXECUTE セグメントは実行可能です

0 すべてのアクセス権フラグがクリアされます

DATA ターゲットプラットフォーム上のデータセグメントに適した READ、
WRITE、および EXECUTE フラグの組み合わせ

STACK プラットフォーム ABI によって定義される、ターゲットプラットフォーム
に適した READ、WRITE、および EXECUTE フラグの組み合わせ

mapfile のバージョン

コメントまたは空白でない mapfile 内の先頭行には、mapfile のバージョン宣言が期待されま
す。この宣言によって、ファイルの残りの部分で使用される mapfile 言語のバージョンが確立さ
れます。このドキュメントに記載されている mapfile 言語はバージョン 2 です。

        $mapfile_version 2

バージョン宣言で開始されない mapfile は、AT&T によって System V Release 4 Unix
(SVR4) 用に定義されたオリジナルの mapfile 言語で記述されているとみなされます。リン
カーはこのような mapfile を処理する能力を保持しています。この構文は、付録B System V
Release 4 (バージョン 1) Mapfileに記載されています。

条件付き入力

mapfile 内の行は、特定の ELFCLASS (32 ビットまたは 64 ビット) あるいは機械タイプにの
み適用されるように条件付けできます。
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        $if expr
        ....

        [$elif expr]
        ....

        [$else]

        ....

        $endif

条件付き入力式は、論理的な true または false の値に評価されます。それぞれの指令
($if、$elif、$else、および $endif) は 1 行に 1 つ記述します。$if 行と後続の $elif 行の
中の式は、true と評価される式が見つかるまで順番に評価されます。false の値を持つ行に続
くテキストは、破棄されます。true の指令の行に続くテキストは、通常どおり処理されます。こ
の説明のテキストとは、条件文の一部でない任意の内容を表します。true となる $if または
$elif が見つかり、そのテキストが処理されると、後続の $elif  および $else 行に加え、それ
らのテキストも破棄されます。すべての式がゼロで、$else がある場合、$else に続くテキストが
通常どおり処理されます。

$if 指令の範囲は、複数の mapfile を超えることはできません。$if 指令は、$if 指令を使用
する mapfile 内で、対応する $endif によって終了する必要があり、終了しない場合はリンカー
はエラーを生成します。

リンカーは、$if および $elif によって評価される論理式に使用できる名前の内部テーブルを
保持します。このテーブルは起動時に、次の表内のそれぞれの名前で初期化され、作成中の
出力オブジェクトに適用されます。

表 8-4 定義済みの条件式の名前

名前 意味

_ELF32 32 ビットオブジェクト

_ELF64 64 ビットオブジェクト

_ET_DYN 共有オブジェクトファイル

_ET_EXEC 実行可能オブジェクト

_ET_REL 再配置可能オブジェクト

_sparc SPARC マシン (32 ビットまたは 64 ビット)

_x86 x86 マシン (32 ビットまたは 64 ビット)

true 常に定義済み

名前は大文字と小文字を区別して、示されたとおりの名前を使用する必要があります。たとえ
ば、true は定義されていますが、TRUE は定義されていません。これらのすべての名前は、それ
自体を論理式として使用できます。次に例を示します。
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        $if _ELF64

        ....

        $endif

出力オブジェクトが 64 ビットの場合、この例は true に評価され、リンカーは囲まれたテキスト
を処理します。これらの論理式では数値は許可されませんが、特殊な例外として、値 1 は true
に評価され、0 は false に評価されます。

未定義のすべての名前は false に評価されます。一般的に、無条件にスキップする必要がある
入力行を指定するために、未定義の名前 false を使用します。

        $if false

        ....

        $endif

次の表に示す演算子を使用すると、さらに複雑な論理式を記述できます。

表 8-5 条件式の演算子

演算子 意味

&& 論理積

|| 論理和

( 式 ) 式の一部

! 後続の式のブール値を否定します

式は左から右に評価されます。式の一部は、それを囲む式の前に評価されます。

たとえば、x86 プラットフォーム用の 64 ビットオブジェクトを構築するとき、次の構造構文が評
価されます。

        $if _ELF64 && _x86

        ....

        $endif

$add 指令を使用すると、リンカーの既知の名前テーブルに新しい名前を追加できます。前の例
を使用すると、$if 指令を簡素化するために、64 ビット x86 オブジェクトを表す amd64 という
名前を定義すると便利な場合もあります。

        $if _ELF64 && _x86

        $add amd64

        $endif

これを使用すると、前の例を簡素化できます。

        $if amd64
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        ....

        $endif

リンカーの -z mapfile-add オプションを使用することによって、リンカーの既知の名前のテーブ
ルに新しい名前を追加することもできます。このオプションは、使用中のコンパイラなどの外部
環境の属性に基づいて、mapfile 入力を条件的に有効にする必要がある場合に役立ちます。

$clear 指令は $add 指令の逆です。これは内部テーブルから名前を削除するために使用され
ます。

        $clear amd64

$add 指令の効果は、$add を使用する mapfile の終わりを超えて持続し、同じリンク操作内
でリンカーによって処理される後続の mapfile でも使用できます。この動作を望まない場合
は、$add が含まれる mapfile の最後で $clear を使用して定義を削除します。

最後に、$error 指令を使用すると、リンカーは行の残りのすべてのテキストを重大なエラーとし
て出力し、リンク操作を停止します。$error 指令は、プログラマがオブジェクトを新しい機械タ
イプに移植する際、必要な mapfile 定義が欠落した正しくないオブジェクトを暗黙のうちに構
築できないようにするために使用できます。

        $if _sparc

        ....

        $elif _x86

        ....

        $else

        $error unknown machine type

        $endif

C 言語のプログラマであれば、mapfile の条件付き入力に使用される構文は、C プリプロセッ
サのマクロ言語の構文と似ていることがわかります。この類似性は意図的なものです。ただ
し、mapfile の条件付き入力の指令は、設計上、C プリプロセッサによって提供されるものより
も、ずっと機能が劣ります。クロスプラットフォーム環境でのリンク操作をサポートするために必
要なもっとも基本的な機能のみが提供されます。

2 つの言語の大きな違いは次のとおりです。

■ C プリプロセッサは完全なマクロ言語を定義し、マクロはソーステキストと、#if および #elif
プリプロセッサステートメントによって評価される式の両方に適用されます。リンカーの
mapfile にはマクロ機能が実装されていません。

■ C プリプロセッサによって評価される式には、数値の型と豊富な演算子セットが含まれま
す。mapfile 論理式には、ブール型の true および false 値と、限定された演算子セットが含
まれます。



mapfile の構造と構文

222 Oracle Solaris 11.2 リンカーとライブラリガイド • 2014 年 7 月

■ C プリプロセッサ式は、マクロとして定義されることがある任意の数値を含み、指定のマ
クロが定義されたものかどうかを評価するために defined() が使用されます。これによっ
て、true (ゼロ以外) または false (ゼロ) 値が生成されます。mapfile 論理式ではブール値
のみを操作でき、名前は defined() 操作を使用せずに直接使用されます。指定された名
前はリンカーの既知の名前テーブルにある場合は true と見なされ、そうでない場合は false
と見なされます。

高度なマクロ処理が必要な場合、m4(1) などの外部マクロプロセッサの使用を検討する必要
があります。

指令の構文

mapfile 指令は、出力オブジェクトのさまざまな側面を指定するために存在します。これらの指
令は共通の構文を共有しています。属性に名前と値のペアを使用し、階層およびグループを表
すために {...} 構文を使用します。

mapfile 指令の構文は、次の一般的な形式に基づきます。

もっとも簡単な形式は、値を持たない指令の名前です。

        directive;

次の形式は、指令の名前に、値または空白区切りの値のリストが付いたものです。

        directive = value....;

示されている「=」代入演算子のほかに、「+=」および「-=」形式の代入も使用できます。「=」演算
子は、指定された指令を、指定された値または値リストに設定します。「+=」演算子は、右側の値
を現在の値に追加するために使用され、「-=」演算子は値を削除するために使用されます。

さらに複雑な指令では、複数の属性を {....} 括弧で囲んで、複数の属性を 1 つの単位としてグ
ループ化して操作します。

        directive [name] {
                attribute [directive = value];
        ....

        } [name];

開き括弧 ({) の前に名前を置くことができ、指定されたステートメントの結果に名前を付けるた
めに使用されます。同様に、閉じ括弧 (}) の後ろで終端のセミコロン (;) の前に、1 つ以上のオ



mapfile 指令

第 8 章 mapfile 223

プションの名前を置くことができます。これらの名前は、定義される項目が、ほかの名前付き項
目と関係があることを表すために使用されます。

グループ内の属性の形式は、上記で説明した同じ構文を使用します。つまり、単純な指令に、値
が付いたものか、代入演算子 (=、+=、-=) の後に値が付いたものか、または空白区切りの値の
リストが付いたもので、セミコロン (;) で終了します。

指令が持つ属性にはサブ属性を持たせることができます。そのような場合、サブ属性も階層を
示すために、入れ子の {....} 括弧でグループ化されます。

        directive [name] {
                attribute {
                        subattribute [= value];
                ....

                };

        } [name....];

mapfile 構文の文法では、入れ子が許可される深さに制限がありません。入れ子の深さは、指
令の要件のみに依存します。

mapfile 指令
次の指令がリンカーで受け入れられます。

表 8-6 mapfile 指令

指令 目的

CAPABILITY ハードウェア、ソフトウェア、およびプラットフォーム機能

DEPEND_VERSIONS 共有オブジェクトの依存関係から許可されるバージョンを指定します

HDR_NOALLOC ELF ヘッダーおよびプログラムヘッダーは割り当て不可です

LOAD_SEGMENT 読み込み可能な新しいセグメントを作成するか、既存の読み込みセグメントを変
更します

NOTE_SEGMENT 注釈セグメントを作成するか、既存の注釈セグメントを変更します

NULL_SEGMENT ヌルセグメントを作成するか、既存のヌルセグメントを変更します

PHDR_ADD_NULL ヌルプログラムヘッダーエントリを追加します

SEGMENT_ORDER 出力オブジェクトおよびプログラムヘッダー配列内のセグメントの順序を指定しま
す

STACK プロセススタック属性

STUB_OBJECT オブジェクトがスタブオブジェクトとして構築できることを指定します
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指令 目的

SYMBOL_SCOPE 命名されていない大域バージョン内でシンボルの属性およびスコープを設定しま
す

SYMBOL_VERSION 明示的に命名されたバージョン内でシンボルの属性およびスコープを設定します

サポートされる各 mapfile 指令の具体的な構文については、後続のセクションで示します。

CAPABILITY 指令

再配置可能オブジェクトのハードウェア、ソフトウェア、マシン、およびプラットフォームの機能は
通常、コンパイル時にオブジェクト内部に記録されます。リンカーは入力再配置可能オブジェ
クトの機能を組み合わせて、出力ファイルの最終機能セクションを作成します。mapfile 内で機
能を定義して、入力再配置可能オブジェクトから指定される機能に追加したり、完全に置き換
えたりすることができます。

        CAPABILITY [capid] {
                HW  = [hwcap_flag....];
                HW += [hwcap_flag....];
                HW -= [hwcap_flag....];

                HW_1  = [value....];
                HW_1 += [value....];
                HW_1 -= [value....];

                HW_2  = [value....];
                HW_2 += [value....];
                HW_2 -= [value....];

                MACHINE  = [machine_name....];
                MACHINE += [machine_name....];
                MACHINE -= [machine_name....];

                PLATFORM  = [platform_name....];
                PLATFORM += [platform_name....];
                PLATFORM -= [platform_name....];

                SF  = [sfcap_flag....];
                SF += [sfcap_flag....];
                SF -= [sfcap_flag....];

                SF_1  = [value....];
                SF_1 += [value....];
                SF_1 -= [value....];
        }; 
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オプションの capid の名前が存在する場合、この名前はオブジェクト機能のシンボリック
名を提供し、結果として出力オブジェクト内に CA_SUNW_ID 機能エントリができます。複数の
CAPABILITY 指令が存在する場合、最後の指令の capid が使用されます。

空の CAPABILITY 指令を使用すると、機能の値を何も指定せずにオブジェクト機能の capid を
指定できます。

        CAPABILITY capid;

各タイプの機能について、リンカーは現在の値 (value) と、除外する一連の値 (exclude ) を保
持します。ハードウェアおよびソフトウェア機能の場合、これらの値はビットマスクです。マシンおよ
びプラットフォームの機能の場合、これらは名前のリストです。mapfile を処理する前に、すべて
の機能の value および exclude の値がクリアされます。代入演算子の機能を次に示します。

■ 「+=」演算子を使用すると、指定された値はその機能の現在の value に追加され、その機
能の exclude 値から削除されます。

■ 「-=」演算子を使用すると、指定された値はその機能の exclude 値に追加され、その機能
の現在の value から削除されます。

■ 「=」演算子を使用すると、以前の value は指定された値に置き換わり、exclude が 0 にリ
セットされます。また、「=」を使用すると、入力ファイル処理から収集されたすべての機能が
オーバーライドされます。

入力オブジェクトは mapfile が読み込まれたあとに処理されます。入力オブジェクトによって
指定された機能の値は、mapfile からの値とマージされます。ただし、「=」演算子が使用された
場合は、入力オブジェクト内に見つかった機能は無視されます。つまり、「=」演算子は入力オブ
ジェクトをオーバーライドし、「+=」演算子は機能を追加します。

結果の機能の値を出力オブジェクトに書き込む前に、リンカーは「-=」演算子で指定されたすべ
ての機能の値を削除します。

指定された機能を出力オブジェクトから完全に除去するには、「=」演算子と空の値リストを使
用すれば十分です。たとえば次の例は、入力オブジェクトによって提供されるすべてのハード
ウェア機能を抑制します。

        $mapfile_version 2

        CAPABILITY {

                HW = ;

        };

ELF オブジェクト内では、ハードウェアとソフトウェアの機能は、オブジェクトの機能セクショ
ンから検出される 1 つ以上のビットマスク内でのビット割り当てとして表現されます。HW および
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SF mapfile 属性は、この実装の抽象的なビューを提供し、リンカーによって適切なマスクおよび
ビットに変換される、空白区切りのシンボリック機能名のリストを受け入れます。番号付き属性
(HW_1 、HW_2、SF_1) は、ベースとなる機能ビットマスクへの直接数値アクセスを可能にするため
に存在します。これらは正式に定義されていない機能ビットを指定するために使用できます。可
能な場合、HW および SF 属性を使用することをお勧めします。

HW 属性

ハードウェア機能は、空白区切りのシンボリック機能名のリストとして指定されます。SPARC
プラットフォームでは、ハードウェア機能は <sys/auxv_SPARC.h> の AV_ の値として定義されま
す。x86 プラットフォームでは、ハードウェア機能は <sys/auxv_386.h> の AV_ の値として定義
されます。mapfile では同じ名前を使用し、AV_ 接頭辞を付けません。たとえば、x86 の AV_SSE
ハードウェア機能は mapfile 内では SSE と呼ばれます。このリストには、CA_SUNW_HW_ 機能マス
ク用に定義されたすべての機能名を含めることができます。

HW_1/HW_2 属性

HW_1 および HW_2 属性には、CA_SUNW_HW_1 および CA_SUNW_HW_2 機能マスクを数値として直
接指定したり、そのマスクに対応するシンボリックハードウェア機能名として指定したりできま
す。

MACHINE 属性

MACHINE 属性は、オブジェクトが実行可能なシステムのマシンハードウェア名を指定します。シ
ステムのマシンハードウェア名は、ユーティリティー uname(1) に -m オプションを付けて実行す
ると表示できます。CAPABILITY 指令は複数のマシン名を指定できます。それぞれの名前は出
力オブジェクト内の CA_SUNW_MACH 機能エントリになります。

PLATFORM 属性

PLATFORM 属性は、オブジェクトが実行可能なシステムのプラットフォーム名を指定します。シス
テムのプラットフォーム名は、ユーティリティー uname(1) に -i オプションを付けて実行すると表
示できます。CAPABILITY 指令は複数のプラットフォーム名を指定できます。それぞれの名前は
出力オブジェクト内の CA_SUNW_PLAT 機能エントリになります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1uname-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1uname-1
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SF 属性

ソフトウェア機能は、空白区切りのシンボリック機能名のリストとして指定されます。ソフトウェ
ア機能は、<sys/elf.h> の SF1_SUNW_ の値として定義されます。mapfile では同じ名前を使用
し、SF1_SUNW_ 接頭辞を付けません。たとえば、SF1_SUNW_ADDR32 ソフトウェア機能は mapfile
内では ADDR32 と呼ばれます。このリストには、CA_SUNW_SF_1 用に定義されたすべての機能名
を含めることができます。

SF_1 属性

SF_1 属性には、CA_SUNW_SF_1 機能マスクを数値として直接指定したり、そのマスクに対応する
シンボリックソフトウェア機能名として指定したりできます。

DEPEND_VERSIONS 指令

共有可能オブジェクトをリンクするとき、オブジェクトからエクスポートされるすべてのバージョ
ンのシンボルが、通常はリンカーで使用可能になります。DEPEND_VERSIONS 指令は、指定した
バージョンへのアクセスに限定するために使用されます。バージョンアクセスの制限は、古い
バージョンのシステムで使用できない可能性がある新しい機能が出力オブジェクトで使用され
ないようにするために使用できます。

DEPEND_VERSIONS 指令には次の構文があります。

        DEPEND_VERSIONS objname {
                ALLOW = version_name;
                REQUIRE = version_name;
                ....

        };

objname は、コマンド行で指定された共有オブジェクトの名前です。-l コマンド行オプショ
ンを使用してオブジェクトを指定する一般的な場合、これは指定された名前に lib 接頭
辞が付いたものになります。たとえば、libc はコマンド行で一般的に -lc と参照されるた
め、DEPEND_VERSIONS 指令内では libc.so と指定されます。

ALLOW 属性

ALLOW 属性は、指定されたバージョンと、そのバージョンによって継承されたバージョンが、出力
オブジェクト内のシンボルを解決するためにリンカーによって使用可能であることを指定しま



mapfile 指令

228 Oracle Solaris 11.2 リンカーとライブラリガイド • 2014 年 7 月

す。リンカーは、このバージョンを含む継承の連鎖内で使用されるもっとも高いバージョンの要
件を、出力オブジェクトの要件に追加します。

REQUIRE 属性

REQUIRE は、リンク操作の要件を満たすために指定されたバージョンが実際に必要かどうかに
よらず、そのバージョンを出力オブジェクトの要件に追加します。

HDR_NOALLOC 指令

すべての ELF オブジェクトには、ファイル内のオフセット 0 に ELF ヘッダーがあります。実行
可能ファイルおよび共有可能オブジェクトにはプログラムヘッダーもあり、これらは ELF ヘッ
ダーを経由してアクセスされます。リンカーは通常、これらの項目が、読み込み可能な先頭セ
グメントの一部として組み込まれるように配置します。したがって、これらのヘッダーに含まれ
る情報は、マップされたイメージ内で可視となり、通常は実行時リンカーによって使用されま
す。HDR_NOALLOC 指令はこれを防ぎます。

        HDR_NOALLOC;

HDR_NOALLOC が指定されると、ELF ヘッダーおよびプログラムヘッダー配列は、結果として生じ
る出力オブジェクトファイルの先頭に引き続き示されますが、読み込み可能なセグメントには
含まれず、イメージの仮想アドレス計算は、ELF ヘッダーのベースでなく先頭セグメントの先頭
セクションから開始されます。

PHDR_ADD_NULL 指令

PHDR_ADD_NULL 指令によって、リンカーは、タイプが PT_NULL の指定された数のプログラムヘッ
ダーエントリを、プログラムヘッダー配列の末尾に追加します。追加の PT_NULL エントリは、事後
処理ユーティリティーで使用できます。

        PHDR_ADD_NULL = value;

value は正の整数値である必要があり、作成する追加の PT_NULL エントリの数を指定します。
結果として生じるプログラムヘッダーエントリのすべてのフィールドは、0 に設定されます。
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LOAD_SEGMENT/NOTE_SEGMENT/
NULL_SEGMENT 指令

セグメントは出力オブジェクトの連続する部分で、セクションを含みます。mapfile セグメント指
令では、3 つの異なるセグメントタイプの指定が可能です。

■ LOAD_SEGMENT

読み込み可能セグメントは、実行時にプロセスのアドレス空間にマップされるコードまたはデー
タを含みます。リンカーは割り当て可能な各セグメントに対して PT_LOAD プログラムヘッダー
エントリを作成し、実行時リンカーはこれらを使用してセグメントを見つけ、マップします。

■ NOTE_SEGMENT

注釈セグメントには注釈セクションが含まれています。リンカーは、セグメントを参照する
PT_NOTE プログラムヘッダーエントリを作成します。注釈セグメントは割り当てできません。

■ NULL_SEGMENT

ヌルセグメントは出力オブジェクトに含まれるセクションを保持しますが、そのセクショ
ンは実行時にオブジェクトで使用できません。そのようなセクションの一般的な例とし
て、.symtab シンボルテーブルや、デバッガのために生成されるさまざまなセクションがあり
ます。ヌルセグメントのプログラムヘッダーは作成されません。

セグメント指令は、出力ファイルに新しいセグメントを作成したり、既存のセグメントの属
性値を変更したりするために使用されます。既存のセグメントとは、以前に定義したもの
か、246 ページの「定義済みセグメント」で説明されている組み込みセグメントのいずれかで
す。新しいセグメントはそれぞれオブジェクトに追加され、同じタイプの最後のセグメントの後
に置かれます。読み込み可能なセグメントが最初に追加され、その次が注釈セグメントで、最後
がヌルセグメントです。これらのセグメントに関連付けられたプログラムヘッダーは、セグメントと
同じ相対順序でプログラムヘッダー配列に配置されます。デフォルトの配置は、読み込み可能
なセグメントの場合は明示的にアドレスを設定するか、または SEGMENT_ORDER 指令を使用する
と変更できます。

segment_name が事前に存在するセグメントの場合、指定された属性によって既存のセグメン
トが変更されます。それ以外の場合、新しいセグメントが作成され、指定された属性が新しいセ
グメントに適用されます。リンカーは、明示的に指定されていない属性にデフォルト値を設定し
ます。
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注記 - セグメント名を選択するとき、リンカーの将来のバージョンで、新しい定義済みセグメ
ントが追加される可能性があることに留意してください。ユーザーのセグメント指令に使用す
る名前がこの新しい名前と一致した場合、新しい定義済みセグメントによって、ユーザーの
mapfile は、新規セグメントの作成から既存のセグメントの変更へと意味が変わります。この
状況を回避するためのもっとも良い方法は、セグメントに一般的な名前を使用することを避
け、すべてのセグメント名に対して企業識別子、プロジェクト識別子、プログラムの名前など
の固有の接頭辞を追加することです。たとえば、hello_world という名前のプログラムの場
合、hello_world_data_segment というセグメント名を使用できます。

3 つすべてのセグメント指令は、中核となる一連の共通属性を共有します。セグメント宣言は次
のようになり、directive は LOAD_SEGMENT、NOTE_SEGMENT、NULL_SEGMENT のいずれかで置き換
えます。

        directive segment_name {
                ASSIGN_SECTION [assign_name];
                ASSIGN_SECTION [assign_name] {
                        FILE_BASENAME = file_basename;
                        FILE_OBJNAME = objname;
                        FILE_PATH = file_path;
                        FLAGS = section_flags;
                        IS_NAME = section_name;
                        TYPE = section_type;
                };

 

                DISABLE;

                IS_ORDER  = assign_name....;
                IS_ORDER += assign_name....;

                OS_ORDER  = section_name....;
                OS_ORDER += section_name....;
        };

LOAD_SEGMENT 指令は、読み込み可能セグメントに固有の一連の追加属性を受け入れます。こ
れらの追加属性の構文は次のとおりです。

        LOAD_SEGMENT segment_name {
               ALIGN = value;

               FLAGS  = segment_flags;
               FLAGS += segment_flags;
               FLAGS -= segment_flags;

               MAX_SIZE = value;

               NOHDR;

               PADDR = value;
               ROUND = value;
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               SIZE_SYMBOL  = symbol_name....;
               SIZE_SYMBOL += symbol_name....;

               VADDR = value;
        };

どのセグメント指令も空の指令として指定できます。空のセグメント指令によって新しいセグメ
ントが作成されると、すべてのセグメント属性にデフォルト値が設定されます。空のセグメントは
次のように宣言されます。

        LOAD_SEGMENT segment_name;

        NOTE_SEGMENT segment_name;

        NULL_SEGMENT segment_name;

1 つ以上のセグメント指令によって受け入れられるすべての属性について、次に説明します。

ALIGN 属性 (LOAD_SEGMENT のみ)

ALIGN 属性は、読み込み可能セグメントの配置を指定するために使用されます。指定された値
は、セグメントに対応するプログラムヘッダーの p_align フィールドに設定されます。セグメント
配置は、セグメントの最初の仮想アドレスを計算する際に使用されます。

指定される配置は 0 であるか、2 のべき乗である必要があります。デフォルトでは、リンカーに
よって、セグメントの配置は組み込みのデフォルトに設定されます。デフォルトは CPU により異
なり、ソフトウェアのリビジョンによっても異なる場合があります。

ALIGN 属性は、PADDR 属性と VADDR 属性に関連しており、これらと互換性がある必要がありま
す。

ASSIGN_SECTION 属性

ASSIGN_SECTION は、指定されたセグメントへの割り当て用にセクションを集合的に修飾する、
セクション名、タイプ、およびフラグなどのセクション属性の組み合わせです。このような属性
のセットは、エントランス基準と呼ばれます。セクションが一致するのは、セクション属性がこれら
のエントランス基準と正確に一致するときです。ASSIGN_SECTION は、属性を何も指定しない場
合、基準が比較される任意のセクションと一致します。

指定されたセグメントに対して複数の ASSIGN_SECTION 属性を指定できます。ASSIGN_SECTION
属性は、それぞれ互いに独立しています。セクションがセグメントに割り当てられるのは、そのセ
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グメントに関連付けられているいずれかの ASSIGN_SECTION 定義とセクションが一致する場合
です。セグメントに 1 つ以上の ASSIGN_SECTION 属性が存在しない場合、リンカーはセクション
をセグメントに割り当てません。

リンカーはセクションをセグメントに割り当てるために、エントランス基準の内部リストを使用しま
す。mapfile 内で見つかった ASSIGN_SECTION 宣言は、見つかった順序でこのリストに配置さ
れます。246 ページの「定義済みセグメント」で説明した組み込みセグメントのエントランス
基準は、このリスト内で最後の mapfile 定義済みエントリの直後に配置されます。

エントランス基準には、オプションの名前 (assign_name) を指定できます。この名前は
IS_ORDER 属性と一緒に使用すると、入力セクションが出力セクションに配置される順序を指定
できます。

入力セクションを配置するには、リンカーはエントランス基準リストの先頭から開始し、セクショ
ンの属性を各エントランス基準と順番に比較します。セクションは、セクション属性に正確に一
致した最初のエントランス基準に関連付けられているセグメントに割り当てられます。一致がな
い場合、一般的なすべての割り当て不可のセクションの場合と同じように、セクションはファイ
ルの末尾に配置されます。

ASSIGN_SECTION は次を受け入れます。

FILE_BASENAME、FILE_OBJNAME、FILE_PATH

これらの属性を使用すると、属性を取得したファイルのパス (FILE_PATH)、ベース名
(FILE_BASENAME)、またはオブジェクト名 (FILE_OBJNAME) に基づいてセクションを選択で
きます。
ファイルパスは、UNIX 標準のスラッシュ区切りの表記規則を使用して指定され
ます。最後のパスセグメントはパスのベース名で、単純にファイル名 としても知られ
ています。アーカイブの場合、ベース名はアーカイブメンバーの名前を使用して拡張
でき、archive_name(component_name) という形式を使用します。たとえば、/lib/
libfoo.a(bar.o) は /lib/libfoo.a という名前のアーカイブにあるオブジェクト bar.o を
指定します。
FILE_BASENAME と FILE_OBJNAME はアーカイブ以外に適用された場合は同等で、指定され
た名前をファイルのベース名と比較します。アーカイブに適用される場合、FILE_BASENAME
はアーカイブ名のベース名を調べます。一方、FILE_OBJNAME はアーカイブ内に格納されて
いるオブジェクトの名前を調べます。
それぞれの ASSIGN_SECTION は、FILE_BASENAME 、FILE_PATH、および FILE_OBJNAME の
すべての値のリストを保持します。これらの定義のいずれかが入力ファイルと一致すると、
ファイルが一致したことになります。

IS_NAME

入力セクションの名前。
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TYPE

ELF の section_type を指定します。<sys/elf.h> 内で定義されている任意の SHT_ 定数
を指定できます。SHT_ 接頭辞は削除します。(PROGBITS、SYMTAB、NOBITS など)。

FLAGS

FLAGS 属性には、section_flags を使用して表8-7「セクションフラグの値」 に示す値の空白
区切りのリストとしてセクション属性を指定します。これらの値は <sys/elf.h> 内に定義さ
れている SHF_ 値に対応します。個々のフラグの前に感嘆符 (!) が付いている場合は、そ
の属性が存在してはいけないことを明示しています。次の例では、セクションは割り当て可
能だが書き込み不可と定義されています。

        ALLOC !WRITE

section_flags リストに明示されていないフラグは無視されます。上記の例では、指定され
たフラグに対してセクションを照合するときに、ALLOC および WRITE の値のみが検査されま
す。ほかのセクションフラグは任意の値を持つことができます。

表 8-7 セクションフラグの値

フラグの値 意味

ALLOC セクションは割り当て可能です

WRITE セクションは書き込み可能です

EXECUTE セクションは実行可能です

AMD64_LARGE セクションは 2G バイトより大きくすることができます

DISABLE 属性

DISABLE 属性を使用すると、リンカーはセグメントを無視します。無効にされたセグメントには、
セクションが割り当てられません。セグメントは後続のセグメント指令によって参照されると、自
動的にふたたび有効化されます。したがって、空の参照のみで、無効にされたセクションをふた
たび有効にできます。

segment segment_name;

FLAGS 属性 (LOAD_SEGMENT のみ)

FLAGS 属性は、表8-3「セグメントフラグ」 のアクセス権の空白区切りのリストとして、セグメント
のアクセス権を指定します。デフォルトでは、ユーザー定義のセグメントは READ、WRITE、および
EXECUTE アクセス権を受け入れます。246 ページの「定義済みセグメント」で説明されている
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定義済みセグメント用のデフォルトフラグがリンカーによって指定され、場合によってはプラット
フォーム依存になります。

3 つの形式を使用できます。

        FLAGS  = segment_flags....;
        FLAGS += segment_flags....;
        FLAGS -= segment_flags....;

シンプルな「=」代入演算子は現在のフラグを新しいセットで置き換え、「+=」形式は既存のセッ
トに新規フラグを追加し、「-=」形式は指定されたフラグを既存のセットから削除します。

IS_ORDER 属性

リンカーは通常、見つかった順序で出力セクションをセグメントに配置します。同様に、出力セ
クションを構成する入力セクションも、見つかった順序で配置されます。IS_ORDER 属性は、入
力セクションのこのデフォルトの配置を変更するために使用できます。IS_ORDER は、エントラン
ス基準名 (assign_name) の空白区切りのリストを指定します。これらのいずれかのエントラン
ス基準に一致したセクションは、出力セクションの先頭に配置され、IS_ORDER で指定された順
序で並べ替えられます。IS_ORDER リストに見つからないエントランス基準に一致したセクション
は、並べ替えられたセクションの後方に、見つかった順序で配置されます。

「=」形式の代入を使用すると、指定されたセグメントの IS_ORDER の以前の値は破棄され、新し
いリストで置き換わります。「+=」形式の IS_ORDER の場合、既存のリストの末尾に新しいリスト
を連結します。

IS_ORDER 属性が特に注目されるのは、コンパイラの -xF オプションと合わせて使用する場合
です。ファイルを -xF オプションを使ってコンパイルすると、そのファイル内の各関数が、.text
セクションと同じ属性を持つ別個のセクションに置かれます。これらのセクションは、.text
%function_name (function_name は関数名) という名前です。

たとえば、main()、foo()、および bar() の 3 つの関数を持つファイルを -xF オプションを使っ
てコンパイルすると、再配置可能オブジェクトファイルが作成され、3 つの関数のテキストが
.text%main、.text%foo、および .text%bar という名前のセクションに配置されます。リンカー
がこれらのセクションを出力に配置するとき、% と、% の後続のすべてが削除されます。した
がって、これら 3 つの関数はすべて、.text 出力セクションに配置されます。IS_ORDER 属性
は、.text 出力セクション内で特定の相対的な順序で配置することを強制するために使用でき
ます。
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次のユーザー定義の mapfile を検討します。

        $mapfile_version 2

        LOAD_SEGMENT text {

                ASSIGN_SECTION text_bar  { IS_NAME = .text%bar };

                ASSIGN_SECTION text_main { IS_NAME = .text%main };

                ASSIGN_SECTION text_foo  { IS_NAME = .text%foo };

                IS_ORDER = text_foo text_bar text_main;

        };

これら 3 つの関数がソースコード内で検出された順序や、リンカーによって見つけられた順序に
関係なく、出力オブジェクトの text セグメント内での順序は foo()、bar()、main() となります。

MAX_SIZE 属性 (LOAD_SEGMENT のみ)

リンカーはデフォルトで、セグメントの内容が必要とするサイズにまで、セグメントが大きくな
ることを許可します。セグメントの最大サイズを指定するために、MAX_SIZE 属性を使用できま
す。MAX_SIZE が設定されると、セグメントが指定されたサイズを超えて大きくなった場合にリン
カーはエラーを生成します。

NOHDR 属性 (LOAD_SEGMENT のみ)

NOHDR 属性が設定されたセグメントが、出力オブジェクトの最初の読み込み可能セグメントに
なった場合、ELF およびプログラムヘッダーはセグメントに含まれません。

NOHDR 属性が最上位の HDR_NOALLOC 指令と異なる点は、HDR_NOALLOC はセグメントごとの値
であり、セグメントが最初の読み込み可能セグメントになった場合にのみ有効だということで
す。この機能は主に、古い mapfile との互換性を確保するために存在します。詳細は、付録B
System V Release 4 (バージョン 1) Mapfileを参照してください。

セグメントの NOHDR 属性よりも HDR_NOALLOC 指令を優先させることをお勧めします。

OS_ORDER 属性

リンカーは通常、見つかった順序で出力セクションをセグメントに配置します。OS_ORDER 属性
は、出力セクションのこのデフォルトの配置を変更するために使用できます。OS_ORDER は、出力
セクション名 ( section_name) の空白区切りのリストを指定します。リストされたセクションは、
セグメントの先頭に配置され、OS_ORDER で指定された順序で並べ替えられます。OS_ORDER にリ
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ストされていないセクションは、並べ替えられたセクションの後方に、見つかった順序で配置さ
れます。

「=」形式の代入を使用すると、指定されたセグメントの OS_ORDER の以前の値は破棄され、新し
いリストで置き換わります。「+=」形式の OS_ORDER の場合、既存のリストの末尾に新しいリスト
を連結します。

PADDR 属性 (LOAD_SEGMENT のみ)

PADDR 属性は、セグメントの物理アドレスを明示するために使用されます。指定する値は 0 で
あるか、2 のべき乗である必要があります。指定された値は、セグメントに対応するプログラム
ヘッダーの p_addr フィールドに設定されます。デフォルトでは、リンカーはセグメントの物理アド
レスを 0 に設定します。この理由は、このフィールドはユーザーモードオブジェクトについては意
味がなく、主にオペレーティングシステムのカーネルなど「ユーザーランド以外」のオブジェクトに関
係があるためです。

ROUND 属性 (LOAD_SEGMENT のみ)

ROUND 属性は、セグメントのサイズを指定された値に丸める必要があることを指定するために
使用されます。丸める値の指定は 0 であるか、2 のべき乗である必要があります。デフォルトで
は、リンカーはセグメントの丸め係数を 1 に設定し、これはセグメントサイズが丸められないこと
を意味します。

SIZE_SYMBOL 属性 (LOAD_SEGMENT のみ)

SIZE_SYMBOL 属性は、リンカーによって作成される、セクションのサイズシンボル名の空白区切
りのリストを定義します。サイズシンボルは、セグメントのサイズをバイト数で示す大域絶対シン
ボルです。これらのシンボルは、オブジェクトファイル内で参照できます。コード内でシンボルに
アクセスするには、symbol_name が言語内で正当な識別子であることを確認する必要があり
ます。シンボルをほかの言語からアクセスできる可能性が高くするため、C プログラミング言語
のシンボル命名規則が推奨されます。

「=」形式の代入は初期値を設定するために使用でき、リンカーのセッションにつき 1 回のみ使
用できます。「+=」形式の SIZE_SYMBOL の場合、既存のリストの末尾に新しいリストを連結し、必
要な回数だけ使用できます。
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VADDR (LOAD_SEGMENT のみ)

VADDR 属性は、セグメントの仮想アドレスを明示するために使用されます。指定された値は、セ
グメントに対応するプログラムヘッダーの p_vaddr フィールドに設定されます。デフォルトでは、
リンカーは出力ファイルが作成されるとき、仮想アドレスをセグメントに割り当てます。

SEGMENT_ORDER 指令

SEGMENT_ORDER 指令は、出力オブジェクト内のセグメントのデフォルト以外の順序付けを指定
するために使用されます。

SEGMENT_ORDER は、セグメント名の空白区切りのリストを受け入れます。

        SEGMENT_ORDER  = segment_name....;
        SEGMENT_ORDER += segment_name....;

「=」形式の代入を使用すると、以前のセグメント順序リストは破棄され、新しいリストで置き換
わります。「+=」形式の代入の場合、既存のリストの末尾に新しいリストを連結します。

デフォルトでは、リンカーは次の順序でセグメントを順序付けします。

1. アドレスによって並べ替えられた、LOAD_SEGMENT 指令の VADDR 属性を使用してアドレスを
明示した読み込み可能セグメント。

2. SEGMENT_ORDER 指令を使用して、指定された順序で並べ替えられたセグメント。
3. アドレスが明示されていない読み込み可能セグメントで、SEGMENT_ORDER リストに見つから

ないもの。
4. アドレスが明示されていない注釈セグメントで、SEGMENT_ORDER リストに見つからないもの。
5. アドレスが明示されていないヌルセグメントで、SEGMENT_ORDER リストに見つからないもの。

注記 - ELF には、整形オブジェクトが従う必要がある暗黙の規約があります。

■ 最初の読み込み可能セグメントは、読み取り専用、割り当て可能、および実行可能であるこ
とが期待され、ELF ヘッダーとプログラムヘッダー配列を受け取ります。これは通常、定義
済みのテキストセグメントです。

■ 実行可能ファイル内の最後の読み込み可能セグメントは、書き込み可能であることが期待
され、動的ヒープの先頭は通常、同じ仮想メモリー割り当て内のすぐ後に配置されます。

mapfile を使用すると、これらの要件に違反するオブジェクトを作成できます。そのようなオブ
ジェクトの実行結果は定義されていないため、この操作は回避する必要があります。
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HDR_NOALLOC 指令が指定されないかぎり、リンカーは、最初のセグメントが注釈セグメントやヌ
ルセグメントでなく、読み込み可能セグメントであるという要件を強制します。HDR_NOALLOC は
「ユーザーランド」のオブジェクト用に使用できないため、あまり実用的ではありません。この機能
はオペレーティングシステムのカーネルを構築するときに使用されます。

STACK 指令

STACK 指令はプロセススタックの属性を指定します。

        STACK {

                FLAGS  = segment_flags....;
                FLAGS += segment_flags....;
                FLAGS -= segment_flags....;
        };

FLAGS 属性は、表8-3「セグメントフラグ」 に記載されている任意の値で構成される空白区切り
のリストで、セグメントのアクセス権を指定します。

3 つの形式を使用できます。シンプルな「=」代入演算子は現在のフラグを新しいセットで置き
換え、「+=」形式は既存のセットに新規フラグを追加し、「-=」形式は指定されたフラグを既存の
セットから削除します。

デフォルトのスタックアクセス権はプラットフォーム ABI によって定義され、プラットフォームに
よって異なります。ターゲットプラットフォームの値はセグメントフラグ名 STACK を使用して指定
します。

一部のプラットフォームでは、デフォルトのアクセス権に EXECUTE を含めることが ABI によっ
て要求されます。EXECUTE が必要とされることはほとんどなく、一般的には潜在的なセキュリ
ティーリスクと見なされます。EXECUTE アクセス権をスタックから削除することをお勧めします。

        STACK {

                FLAGS -= EXECUTE;

        };

STACK 指令は出力 ELF オブジェクト内の PT_SUNWSTACK プログラムヘッダーエントリに反映さ
れます。
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STUB_OBJECT 指令
STUB_OBJECT 指令は、mapfile によって記述されたオブジェクトがスタブオブジェクトとして作
成できることをリンカーに通知します。

        STUB_OBJECT;

スタブ共有オブジェクトは、コマンド行で指定された mapfile 内の情報から完全に作成されま
す。スタブオブジェクトを作成するために -z stub オプションを指定する場合、STUB_OBJECT 指
令が mapfile に存在することが必須で、リンカーはシンボルの ASSERT 属性内の情報を使用し
て、実オブジェクトのシンボルと一致する大域シンボルを作成します。

SYMBOL_SCOPE/SYMBOL_VERSION 指令

SYMBOL_SCOPE および SYMBOL_VERSION 指令は、大域シンボルのスコープと属性を指定するた
めに使用されます。SYMBOL_SCOPE は、命名されていないベースシンボルバージョンのコンテキ
ストで動作し、SYMBOL_VERSION は、明示的に命名された大域バージョンにシンボルを収集する
ために使用されます。SYMBOL_VERSION 指令を使用すると、下位互換性を保ちながらオブジェク
トの進化をサポートできる安定したインタフェースを作成できます。

SYMBOL_VERSION の構文は次のとおりです。

        SYMBOL_VERSION version_name {
                symbol_scope:
                        *;

                symbol_name;
                symbol_name {
                        ASSERT = {

                                ALIAS = symbol_name;
                                BINDING = symbol_binding;
                                TYPE = symbol_type;

                                SIZE = size_value;
                                SIZE = size_value[count];
                  VALUE = value;
                        };

                        AUXILIARY = soname;
                        FILTER = soname;
                        FLAGS = symbol_flags....;

                        SIZE = size_value;
                        SIZE = size_value[count];
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                        TYPE = symbol_type;
                        VALUE = value;
                };

        } [inherited_version_name....];

SYMBOL_SCOPE はバージョン名を受け入れませんが、それ以外は同一です。

        SYMBOL_SCOPE {

                ....

        };

SYMBOL_VERSION 指令では、version_name がこの一連のシンボル定義のラベルを提供します。
このラベルは、出力オブジェクト内のバージョン定義を指定します。1 つ以上の継承されたバー
ジョン (inherited_version_name) を空白区切りで指定できます。この場合、新しく定義された
バージョンは、指定されたバージョンを継承します。第9章「インタフェースおよびバージョン管
理」を参照してください。

symbol_scope は SYMBOL_SCOPE または SYMBOL_VERSION 指令内でシンボルのスコープを
定義します。デフォルトでは、シンボルは大域スコープを持つものと想定されます。これは
symbol_scope の後ろにコロン (:) を付けて指定することによって変更できます。これらの行は、
後続のスコープ宣言によって変更されるまで、後に続くすべてのシンボルのシンボルスコープを
決定します。可能性のあるスコープ値と意味を、次の表に示します。

表 8-8 シンボルのスコープのタイプ

スコープ 意味

default / global このスコープの大域シンボルは、すべての外部オブジェクトに対して可視となりま
す。このタイプのシンボルに対するオブジェクト内からの参照は実行時に結合さ
れるため、介入が可能となります。この可視性スコープがデフォルトになりますが、
これは、ほかのシンボル可視性テクニックを使って降格または削除することがで
きます。このスコープ定義には、シンボルに STV_DEFAULT 可視性が指定された場
合と同じ効果があります。表12-23「ELF シンボルの可視性」 を参照してくださ
い。

hidden / local このスコープの大域シンボルは、ローカル結合を持つシンボルに縮小されます。こ
のスコープのシンボルは、ほかの外部オブジェクトから見えません。このスコープ
定義には、シンボルに STV_HIDDEN 可視性が指定された場合と同じ効果がありま
す。表12-23「ELF シンボルの可視性」 を参照してください。

protected / symbolic このスコープの大域シンボルは、すべての外部オブジェクトに対して可視となりま
す。これらのシンボルに対するオブジェクト内からの参照はリンク編集時に結合
されるため、実行時の介入は防止されます。この可視性スコープは、ほかのシン
ボル可視性テクニックを使って降格または削除することができます。このスコープ
定義には、シンボルに STV_PROTECTED 可視性が指定された場合と同じ効果があ
ります。表12-23「ELF シンボルの可視性」 を参照してください。
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スコープ 意味

exported このスコープの大域シンボルは、すべての外部オブジェクトに対して可視となり
ます。このタイプのシンボルに対するオブジェクト内からの参照は実行時に結合
されるため、介入が可能となります。ほかのどのようなシンボル可視性テクニック
を使っても、このシンボル可視性を降格または削除することはできません。このス
コープ定義には、シンボルに STV_EXPORTED 可視性が指定された場合と同じ効果
があります。表12-23「ELF シンボルの可視性」 を参照してください。

singleton このスコープの大域シンボルは、すべての外部オブジェクトに対して可視となり
ます。オブジェクト内からそのようなシンボルへの参照は実行時にバインドされ
るので、シンボルの 1 つのインスタンスだけがプロセス内のすべての参照にバ
インドされます。ほかのどのようなシンボル可視性テクニックを使っても、このシ
ンボル可視性を降格または削除することはできません。このスコープ定義には、
シンボルに STV_SINGLETON 可視性が指定された場合と同じ効果があります。表
12-23「ELF シンボルの可視性」 を参照してください。

eliminate このスコープの大域シンボルは不可視です。これらのシンボルテーブルのエントリ
は削除されます。このスコープ定義には、シンボルに STV_ELIMINATE 可視性が指
定された場合と同じ効果があります。表12-23「ELF シンボルの可視性」 を参照
してください。

symbol_name はシンボルの名前です。この名前により、修飾属性に応じて、シンボル定義また
はシンボル参照が生成されます。修飾属性のないもっとも簡潔な形式で、シンボル参照が作
成されます。この参照は、-Defining Additional Symbols with the -u optionで説明した
48 ページの「-u オプションを使用した追加シンボルの定義」 オプションを使用して生成する
参照とまったく同じものです。通常、このシンボル名に修飾属性が付いている場合には、シンボ
ル定義は、関連する属性を使用して生成されます。

local スコープが定義された場合、シンボル名を特別な「*」自動縮小 (auto-reduction)
指令として定義できます。可視性が明示的に定義されていないシンボルは、生成される動
的オブジェクト内のローカル結合に降格されます。明示的な可視性の定義は、mapfile 定
義、再配置可能オブジェクト内にカプセル化された可視性定義のいずれかに起因します。
同様に、eliminate スコープが定義された場合、シンボル名を特別な「*」自動削除 (auto-
elimination) 指令として定義できます。可視性が明示的に定義されていないシンボルは、生
成される動的オブジェクトから削除されます。

SYMBOL_VERSION 指令が指定されるか、SYMBOL_VERSION または SYMBOL_SCOPE のいずれかで
自動縮小が指定された場合、作成されるイメージにバージョン情報が記録されます。このイメー
ジが実行可能プログラムまたは共有オブジェクトである場合には、シンボル縮小も適用されま
す。
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作成されるイメージが再配置可能オブジェクトである場合は、デフォルトにより、シンボル縮小
は適用されません。この場合、シンボル縮小はバージョン情報の一部として記録されます。これ
らの縮小は、再配置可能オブジェクトが最終的に実行可能ファイルまたは共有オブジェクトの
生成に使用されるときに適用されます。リンカーの -B reduce オプションを使用すると、再配置
可能オブジェクトを生成するときに、強制的にシンボル縮小を実行できます。

バージョン情報の詳細は、第9章「インタフェースおよびバージョン管理」に記載されています。

注記 - インタフェース定義を確実に安定させるためには、シンボル名の定義に対しワイルドカー
ドによる拡張を行わないようにします。

シンボルをバージョンに割り当てたり、そのスコープを指定したり、またはその両方を行うに
は、symbol_name 自体をリストすると簡単です。オプションのシンボル属性は {} 括弧内で指
定できます。有効な属性を次に示します。

ASSERT 属性

ASSERT 属性は、シンボルの予期される特性を指定するために使用されます。リンカーは、リンク
編集で得られたシンボル特性と、ASSERT 属性によって指定されたシンボル特性を比較します。
表明された属性と実際の属性が一致しない場合、重大なエラーが発生し、出力オブジェクトは
作成されません。

ASSERT 属性の解釈は、STUB_OBJECT 指令または -z stub コマンド行オプションが使用される
かどうかによって異なります。次の 3 つの場合が考えられます。

1. STUB_OBJECT 指令を使用しない場合、ASSERT 属性は不要です。ただし、ASSERT 属性が存
在する場合、属性はリンク編集で収集された実際の値に対して検証されます。いずれかの
ASSERT 属性が、関連付けられている実際の値と一致しない場合、リンク編集はエラーで終
了します。

2. STUB_OBJECT 指令が使用され、-z stub コマンド行オプションが指定された場合、リンカー
は ASSERT 指令を使用して、オブジェクトによって提供される大域シンボルの属性を定義し
ます。83 ページの「スタブオブジェクト」を参照してください。

3. STUB_OBJECT 指令が使用され、-z stub コマンド行オプションが指定されない場合、リン
カーは、結果として生成されるオブジェクト内のすべての大域データが、対応する ASSERT
指令を持つことを要求します。この指令では、大域データをデータとして宣言し、サイズを指
定する必要があります。このモードで、TYPE ASSERT 属性が指定されない場合、GLOBAL が想
定されます。同様に、SH_ATTR  が指定されない場合、デフォルト値 BITS が想定されます。
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これらのデフォルト値によって、スタブと実オブジェクトのデータ属性が互換性を持つことが
保証されます。結果の ASSERT ステートメントは、上記の最初の場合と同じ方法で評価され
ます。239 ページの「STUB_OBJECT 指令」を参照してください。

ASSERT は次の属性を受け入れます。

ALIAS

以前定義されたシンボルの別名を定義します。別名シンボルは、メインシンボルと同じタイ
プ、値、サイズを持ちます。ALIAS 属性は、TYPE、SIZE、および SH_ATTR  属性と一緒に使用
できません。ALIAS が指定された場合、タイプ、サイズ、およびセクションの属性は、別名シ
ンボルから取得されます。

BIND

ELF の symbol_binding を指定します。<sys/elf.h> 内で定義されている任意の STB_ 値
を指定できます。STB_ 接頭辞は削除します。たとえば、GLOBAL または WEAK です。

TYPE

ELF の  symbol_type を指定します。<sys/elf.h> 内で定義されている任意の STT_ 定数
を指定できます。STT_ 接頭辞は削除します。たとえば、OBJECT、COMMON、または FUNC となり
ます。 また、ほかの mapfile 使用法との互換性を維持するために、FUNCTION および DATA
をそれぞれ STT_FUNC および STT_OBJECT に指定できます。TYPE は ALIAS と同時に使用
できません。

SH_ATTR

シンボルに関連付けられているセクションの属性を指定します。指定できる
section_attributes を、表8-9「SH_ATTR の値」 に示します。SH_ATTR は ALIAS と同時に
使用できません。

SIZE

予想されるシンボルサイズを指定します。SIZE は ALIAS と同時に使用できませ
ん。size_value 引数の構文は、SIZE 属性の説明にあるとおりです。245 ページの「SIZE
属性」を参照してください。

VALUE

予想されるシンボル値を指定します。

表 8-9 SH_ATTR の値

セクション属性 意味

BITS セクションのタイプは SHT_NOBITS ではありません

NOBITS セクションのタイプは SHT_NOBITS です



mapfile 指令

244 Oracle Solaris 11.2 リンカーとライブラリガイド • 2014 年 7 月

AUXILIARY 属性

このシンボルが共有オブジェクト名 (soname) の補助フィルタであることを示しま
す。159 ページの「補助フィルタの生成」を参照してください。

FILTER 属性

このシンボルが共有オブジェクト名 (name) のフィルタであることを示しま
す。156 ページの「標準フィルタの生成」を参照してください。フィルタシンボルは、入力再配置
可能オブジェクトから提供される補助実装を必要としません。したがって、シンボルの種類を定
義してこの指令を使用し、絶対シンボルテーブルエントリを作成します。

FLAGS 属性

symbol_flags は、次の値が 1 つ以上含まれる空白区切りリストとしてシンボル属性を指定しま
す。

表 8-10 シンボルフラグの値

フラグ 意味

DIRECT このシンボルを直接結合する必要があることを示します。このキーワードをシンボル定義で使用
すると、参照が、構築中のオブジェクト内から定義に直接結合されます。このフラグをシンボル
参照で使用すると、定義を提供する依存関係に直接結合されます。第6章「直接結合」を参照し
てください。このフラグを PARENT フラグとともに使用すると、実行時に任意の親への直接結合を
確立することもできます。

DYNSORT このシンボルをソートセクションに取り込むべきであることを示します。405 ページの「シンボ
ルソートセクション」を参照してください。シンボルタイプは STT_FUNC、STT_OBJECT、STT_COMMON、
または STT_TLS  である必要があります。

EXTERN シンボルが、作成されるオブジェクトの外部で定義されていることを示します。通常、このキー
ワードは、コールバックルーチンへのラベル付けで定義されます。このフラグによって、-z defs オ
プションで示される未定義シンボルが抑制されます。このフラグは、シンボル参照を生成する場
合にのみ有効です。このシンボルの定義が、リンク編集時に結合されるオブジェクト内部で生
成された場合には、暗黙的に無視されます。

INTERPOSE このシンボルは割り込み処理として機能することを示します。このフラグは、動的実行可能ファ
イルを生成するときにだけ使用できます。このフラグは、割り込みシンボルを定義する際に、-z
interpose オプションを使用したときよりも詳細な制御を提供します。

NODIRECT このシンボルを直接結合してはならないことを示します。この状態は、作成されるオブジェクト
内からの参照と外部参照に適用されます。第6章「直接結合」を参照してください。このフラグを
PARENT フラグとともに使用すると、実行時に任意の親への直接結合を回避することもできます。
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フラグ 意味

NODYNSORT このシンボルをソートセクションに含めてはならないことを示します。405 ページの「シンボル
ソートセクション」を参照してください。

PARENT シンボルが、作成中のオブジェクトの親で定義されていることを示します。親とは、実行時にこ
のオブジェクトを明示的な依存関係として参照するオブジェクトです。親は、dlopen(3C) を使
用して、このオブジェクトを実行時に参照することもできます。このフラグは通常、コールバック
ルーチンへのラベル付けで定義されます。このフラグを DIRECT または NODIRECT フラグとともに
使用すると、親への直接的または間接的な参照を個別に確立することもできます。このフラグに
よって、-z defs オプションで示される未定義シンボルが抑制されます。このフラグは、シンボル
参照を生成する場合にのみ有効です。このシンボルの定義が、リンク編集時に結合されるオブ
ジェクト内部で生成された場合には、暗黙的に無視されます。

STUB_ELIMINATE スタブオブジェクトからこのシンボルを省略する必要があることを示します。87 ページの「スタ
ブオブジェクトを使用した、廃止インタフェースの非表示」を参照してください。

SIZE 属性

サイズ属性を設定します。この属性により、シンボル定義が作成されます。

size_value 引数には、数値またはシンボリック名 addrsize を指定できます。addrsize はメモ
リーアドレスを保持できるマシンワードのサイズを表します。リンカーは addrsize に対し、32 ビッ
トオブジェクトを作成するときは値 4 を、64 ビットオブジェクトを構築するときは値 8 を代入し
ます。addrsize は、条件付き入力の使用を必要としないで 32 ビットおよび 64 ビットオブジェ
クトに合わせて自動的に調節されるため、ポインタ変数および C 変数の long 型のサイズを表
す際に使用すると便利です。

size_value 引数にはオプションで count 値を角括弧で囲んで接尾辞として追加できま
す。count が存在する場合、size_value と count が掛け合わされて最終的なサイズの値が取
得されます。

TYPE 属性

シンボルのタイプ属性です。この属性は、COMMON、 DATA、または FUNCTION のいずれかで
す。COMMON を指定すると、一時的なシンボル定義になります。DATA および FUNCTION を指定す
ると、セクションシンボル定義または絶対的なシンボル定義になります。396 ページの「シン
ボルテーブルセクション」を参照してください。

データ属性を指定すると、OBJT シンボルが作成されます。サイズを指定し値を指定しないデー
タ属性を指定すると、セクションシンボルが ELF セクションに関連付けられて作成されます。こ
のセクションは、ゼロで埋められます。関数属性を指定すると、FUNC シンボルが作成されます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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サイズを指定し値を指定しない関数属性を指定すると、セクションシンボルが ELF セクション
に関連付けられて作成されます。このセクションには、リンカーによって生成される void 関数
が、次のシグニチャーを使用して割り当てられます。

        void (*)(void)

値が指定されたデータまたは関数属性を指定すると、絶対値を表す ABS セクションインデック
スを伴う適切なシンボルタイプが生成されます。

セクションデータシンボルの作成は、フィルタの作成時に役立ちます。実行可能ファイルから
フィルタのセクションデータシンボルへの外部参照により、生成中のコピーが適切に再配置され
ます。208 ページの「コピー再配置」を参照してください。

VALUE 属性

値の属性を示します。この属性により、シンボル定義が作成されます。

定義済みセグメント

リンカーには、定義済みの出力セグメント記述子とエントランス基準のセットが提供されていま
す。これらの定義は、ほとんどのリンクシナリオのニーズを満たし、システムによって期待される
ELF レイアウト規則および規約に適合します。

text、data、および extra セグメントがもっとも重要で、その他のセグメントは次に説明する特
殊な目的のために役立ちます。

■ text

text セグメントは、割り当て可能な書き込み不可のセクションを受け入れる、読み取り専用
の実行可能で読み込み可能なセグメントを定義します。これには、実行可能コード、プログラ
ムで必要な読み取り専用データ、および実行時リンカーによって使用されるリンカーによって
生成される読み取り専用データ (動的シンボルテーブルなど) が含まれます。

text セグメントはプロセスの最初のセグメントであり、そのため、リンカーによって ELF ヘッ
ダーおよびプログラムヘッダー配列が割り当てられます。この動作は HDR_NOALLOC  mapfile
指令を使用すると回避できます。

■ data

data セグメントは書き込み可能で読み込み可能なセグメントを定義します。data セグメン
トは、プログラムが必要とする書き込み可能データや、実行時リンカーが使用する書き込み
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可能データに使用します。たとえば、グローバルオフセットテーブル (GOT) や、SPARC など
のアーキテクチャー上でプロシージャーのリンクテーブル (PLT) セクションを書き込み可能に
する必要があるときに PLT に使用します。

■ extra

extra セグメントは、どこにも割り当てられず、最後のエントランス基準レコードによってそ
こに指定されたすべてのセクションを取り込みます。一般的な例として、シンボルテーブル
(.symtab ) や、デバッガ用に生成されるさまざまなセクションがあります。これはヌルセグメ
ントで、対応するプログラムヘッダーテーブルエントリはありません。

■ note

note セグメントは、SHT_NOTE タイプのすべてのセクションを取り込みます。リンカーは、note
セグメントを参照するための PT_NOTE プログラムヘッダーエントリを提供します。

■ lrodata / ldata

x86–64 ABI では、小規模、中規模、および大規模なコンパイルモデルを定義します。ABI
では、中規模および大規模なモデルのセクションについて、SHF_AMD64_LARGE  セクションフ
ラグを設定する必要があります。SHF_AMD64_LARGE がない入力セクションは、2G バイトの
サイズを超えない出力セグメント内に配置する必要があります。lrodata および ldata の
定義済みセグメントは x86–64 出力オブジェクトについてのみ存在し、SHF_AMD64_LARGE
フラグが設定されているセクションを処理するために使用されます。lrodata は読み取り専
用セクションを受け取り、ldata はその他のセクションを受け取ります。

■ bss

ELF では任意のセグメントに NOBITS セクションを含めることができます。リンカーはそれら
のセクションを、セクションが割り当てられているセグメントの最後に配置します。これはプ
ログラムヘッダーエントリ p_filesz および p_memsz フィールドを使用して実装され、次の規
則に従う必要があります。

        p_memsz >= p_filesz

p_memsz が p_filesz より大きい場合、余分なバイトは NOBITS になります。先頭の
p_filesz バイトはオブジェクトファイルに由来し、p_memsz までの残りのバイトはすべて、使
用前にシステムによってゼロ化されます。

デフォルトの割り当て規則では、読み取り専用の NOBITS セクションを text セグメントに、
書き込み可能な NOBITS セクションを data セグメントに割り当てます。リンカーは bss セグ
メントを、書き込み可能な NOBITS セクションを受け入れることができる代替セグメントとし
て定義します。このセグメントはデフォルトで無効化されており、使用するには明示的に有
効化する必要があります。
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書き込み可能な NOBITS セクションは data セグメントの一部として容易に処理できるた
め、bss セグメントをべつに持つ利点はあまり明確ではありません。慣例的に、プロセス動的
メモリーヒープは最終セグメントの末尾から開始し、書き込み可能である必要があります。
これは通常はデータセグメントですが、bss が有効な場合は bss が最終セグメントになりま
す。動的実行可能プログラムを構築するときに、適切な配置で bss セグメントを有効にする
と、ヒープに大きなページを割り当てられるようになります。bss セグメントを有効にして 4M
バイトの配置を設定する例を次に示します。

        LOAD_SEGMENT bss {

                ALIGN=0x400000;

        };

注記 - 配置の指定はマシン固有であるため、ハードウェアプラットフォームの種類によっては同
様の利点が得られない場合があります。将来のリリースでは、基本となる最適なページサイズを
より柔軟に要求する方法が進展する可能性があります。

マッピングの例

ユーザー定義の mapfile の例を次に示します。左の数字は、説明のためにつけたものです。実
際には、数字の右の情報だけが、mapfile に含まれます。

例: セクションからセグメントへの割り当て

この例では、セグメントを定義し、セグメントに入力セクションを割り当てる方法について説明し
ます。

例   8-1 セクションからセグメントへの基本的な割り当て

        1    $mapfile_version 2

        2    LOAD_SEGMENT elephant {

        3            ASSIGN_SECTION {

        4                    IS_NAME=.data;

        5                    FILE_PATH=peanuts.o;

        6            };

        7            ASSIGN_SECTION {
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        8                    IS_NAME=.data;

        9                    FILE_OBJNAME=popcorn.o;

        10           };

        11   };

        12

        13   LOAD_SEGMENT monkey {

        14           VADDR=0x80000000;

        15           MAX_SIZE=0x4000;

        16           ASSIGN_SECTION {

        17                   TYPE=progbits;

        18                   FLAGS=ALLOC EXECUTE;

        19           };

        20           ASSIGN_SECTION {

        21                   IS_NAME=.data

        22           };

        23   };

        24

        25   LOAD_SEGMENT donkey {

        26           FLAGS=READ EXECUTE;

        27           ALIGN=0x1000;

        28           ASSIGN_SECTION {

        29                   IS_NAME=.data;

        30           };

        31   };

        32

        33   LOAD_SEGMENT text {

        34           VADDR=0x80008000

        35   };

4 つの別々のセグメントがこの例では扱われています。1 行目に示すように、すべての mapfile
は $mapfile_version 宣言で始まります。elephant セグメント (2 行目から 11 行目)
は、peanuts.o または popcorn.o ファイルからすべてのデータセクションを受け取ります。オブ
ジェクト popcorn.o はアーカイブから取得でき、その場合、アーカイブファイルは任意の名前を
持つことができます。あるいは、popcorn.o はベース名が popcorn.o の任意のファイルから取
得できます。これに対して、peanuts.o は同一の名前のファイルからのみ取得できます。たとえ
ば、/var/tmp/peanuts.o がリンク編集時に指定された場合、peanuts.o と一致しません。

monkey セグメント (13 行目から 23 行目) には、仮想アドレス 0x80000000 および最大
長 0x4000 が指定されています。このセグメントは、PROGBITS および割り当て可能な実行可
能プログラムの両方であるすべてのセクション、さらに elephant セグメントに含まれていな
い .data という名前のすべてのセクションを受け取ります。monkey セグメントに入る .data セ
クションは、PROGBITS でも割り当て可能な実行可能プログラムである必要もありません。これ
は、.data セクションは 16 行目でなく 20 行目のエントランス基準に一致するためです。この
ことは、ASSIGN_SECTION 属性内のサブ属性間には and  関係が存在し、単一セグメントの異な
る ASSIGN_SECTION 属性間には or 関係が存在することを示しています。
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donkey セグメント (25 行目から 31 行目) は、デフォルト以外のアクセス権フラグと配置を
指定し、.data という名前のすべてのセクションを受け入れます。ただし、このセグメントにはど
のセクションも割り当てられず、その結果、donkey セグメントは出力オブジェクトに含まれま
せん。この理由は、リンカーは mapfile に現れる順序でエントランス基準を検証するためです。
この mapfile では、elephant セグメントが一部の .data セクションを受け入れ、monkey セ
グメントが残りを受け取るため、donkey には何も残りません。

33 行目から 35 行目では、text セグメントの仮想アドレスを 0x80008000 に設定します。text
セグメントは、246 ページの「定義済みセグメント」で説明されているように、標準の定義済
みセグメントの 1 つであるため、このステートメントは新しいセグメントを作成するのではなく、
既存のセグメントを変更します。

例: 定義済みセクションの変更

次の mapfile の例では、定義済みの text セグメントと data セグメント、ヘッダーオプション、
およびセグメント内のセクションの順序付けを操作します。

例   8-2 定義済みセクションの操作とセクションからセグメントへの割り当て

        1    $mapfile_version 2

        2    HDR_NOALLOC;

        3

        4    LOAD_SEGMENT text {

        5            VADDR=0xf0004000;

        6            FLAGS=READ EXECUTE;

        7            OS_ORDER=.text .rodata;

        9            ASSIGN_SECTION {

        10                   TYPE=PROGBITS;

        11                   FLAGS=ALLOC !WRITE;

        12           };

        13   };

        14

        15   LOAD_SEGMENT data {

        16           FLAGS=READ WRITE EXECUTE;

        17           ALIGN=0x1000;

        18           ROUND=0x1000;

        19   };

先頭行は常に、使用する mapfile 言語のバージョンを宣言します。HDR_NOALLOC 指令 (2 行目)
では、結果オブジェクトは、オブジェクトの最初に割り当て可能なセグメント (定義済み text セ
グメント) の内部に ELF ヘッダーまたはプログラムヘッダー配列を含んではならないということ
が指定されています。
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4 行目から 13 行目のセグメント指令は、text セグメントに仮想アドレスとアクセス権フラ
グを設定します。この指令では、.text という名前のセクションがセグメントの先頭に配置さ
れ、.rodata という名前のすべてのセクションがその後に続き、その他のすべてのセクションは
これらの後に続く必要があることが指定されます。最後に、割り当てることができる書き込み不
可の PROGBITS セクションがセグメントに割り当てられます。

15 行目から 19 行目のセグメント指令は、data セグメントを 0x1000 境界に配置する必要が
あることを指定します。これは、セグメント内の先頭セクションを同じ配置方法で整列する効果
があります。セグメントの長さは、配置方法と同じ値の倍数値に切り上げられます。セグメントの
アクセス権は、読み取り、書き込み、および実行に設定されます。

リンカー内部情報: セクションおよびセグメント処理
ここでは、セクションを出力セグメントに割り当てるためにリンカーによって使用される内部処理
について説明します。この情報は、mapfile を使用するためには必要ありません。この情報は主
に、リンカーの内部情報に関心を持ち、セグメントの mapfile 指令がリンカーによってどのように
解釈されて実行されるかについて深く理解することが必要な読者を対象としています。

セクションからセグメントへの割り当て
入力セクションを出力セグメントに割り当てるプロセスには、次のデータ構造が関与します。

■ 入力セクション

入力セクションは再配置可能オブジェクト入力からリンカーに読み取られます。一部の情報
はリンカーによって検査および処理されますが、その他の情報は内容が検査されることなく
単純に出力に渡されます (PROGBITS など)。

■ 出力セクション

出力セクションは、出力オブジェクトに書き込まれるセクションです。一部のセクションは、
入力オブジェクトから渡されたセクションの連結によって形成されます。シンボルテーブル
や再配置セクションなどのその他のセクションは、一般的には入力オブジェクトから読み込
んだ情報を組み込んで、リンカー自体によって生成されます。

リンカーが入力セクションを通過させて出力セクションにした場合、そのセクションは通常、
入力セクションの名前を保持します。ただし、リンカーは特定の状況で名前を変更できます。
たとえば、リンカーは name%XXX という形式の入力セクション名を変換し、% 文字とその後に
続く文字を出力セクションから削除します。
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■ セグメント記述子

リンカーは既知のセグメントのリストを保持しています。このリストは最初
は、246 ページの「定義済みセグメント」に記載されている定義済みセグメントが格納
されています。LOAD_SEGMENT、NOTE_SEGMENT、または NULL_SEGMENT の mapfile 指令が使
用されて新しいセグメントが作成されると、新しいセグメント用の追加のセグメント記述子
がこのリストに追加されます。新しいセグメントは、仮想アドレスの設定 (LOAD_SEGMENT)
や、SEGMENT_ORDER 指令を使用して明示的に順序付けされないかぎり、このリストの末尾、
同じタイプのほかのセグメントの後に配置されます。

出力オブジェクトを作成するとき、リンカーはセクションを受け取るセグメントについてのみ
プログラムヘッダーを作成します。空のセグメントは自動的に無視されます。したがって、リン
カーのリストからセグメント定義を削除するための明示的な機能はありませんが、ユーザー指
定のセグメント定義を使用すると、定義済みセグメントの定義の使用を完全に置き換えるこ
とができます。

■ エントランス基準

セクションを所定のセグメントに配置するために必要な一連のセクション属性を、そのセグ
メントのエントランス基準と呼びます。セグメントは任意の数のエントランス基準を持つことが
できます。

リンカーは、定義済みのすべてのエントランス基準の内部リストを保持しています。この
リストは、次に説明するように、セクションをセグメントに配置するために使用されます。
各 mapfile は、LOAD_SEGMENT、NOTE_SEGMENT、または NULL_SEGMENT の mapfile 指令の
ASSIGN_SECTION 属性によって作成されたエントランス基準を、mapfile 内で見つかった順
序でこのリストの上部に挿入します。246 ページの「定義済みセグメント」で説明されて
いる組み込みセグメントのエントランス基準は、このリストの最後に配置されます。したがっ
て、mapfile で定義されるエントランス基準は組み込み規則よりも優先され、コマンド行の
最後にある mapfile は、最初に検出されたものよりも優先されます。

出力オブジェクトに書き込まれる各セクションについて、リンカーは次の手順を実行して、セク
ションを出力セグメントに配置します。

1. セクションの属性は、内部エントランス基準リストの先頭から各レコードと比較され、各エン
トランス基準が順番に検証されます。エントランス基準内のすべての属性が完全に一致し
たときにエントランス基準と一致したことになります。そのエントランス基準に関連付けられ
たセグメントは無効化されません。検索は、一致した最初のエントランス基準で停止し、セ
クションは関連付けられたセグメントに指定されます。

エントランス基準に一致するものが見つからない場合、セクションはその他すべてのセグメ
ントの後の、出力ファイルの最後に置かれます。この情報に関するプログラムヘッダーエン
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トリは作成されません。デバッグセクションなどの割り当て不能なセクションは、ほとんどが
この領域に配置されることになります。

2. セクションがセグメントの中に入る際に、リンカーは次のようにそのセグメントの既存の一連
の出力セクションを検査します。

セクションの属性値が既存の出力セクションの属性値と完全に一致する場合、セクション
はその出力セクションに対応するセクションの列挙の最後に置かれます。

一致する出力セクションが見つからない場合、配置されるセクションの属性を使用して新し
い出力セクションが作成され、新しい出力セクション内に入力セクションが配置されます。
この新しい出力セクションは、セグメント内で同じセクションタイプを持つほかの出力セク
ションの後ろに配置されますが、ほかの出力セクションが存在しない場合はセグメントの末
尾に配置されます。

注記 - 入力セクションが、SHT_LOUSER と SHT_HIUSER の間にユーザー定義のセクションタイプ値
を保持する場合、このセクションは PROGBITS セクションとして処理されます。mapfile でこのセ
クションタイプ値に名前を付ける方法はありませんが、これらのセクションは、エントランス基準
でその他の属性値指定 (セクションフラグ、セクション名) を使って付け直すことができます。

定義済みセグメントとエントランス基準のための mapfile
指令
リンカーには、246 ページの「定義済みセグメント」で説明されているように、定義済みの出
力セグメント記述子とエントランス基準のセットが提供されています。リンカーはこれらのセク
ションについて認識しているため、mapfile 指令でこれらを作成する必要はありません。これら
の作成に使用できる mapfile 指令は、説明のため、または比較的複雑な mapfile を指定する
例として示されています。mapfile セグメント指令は、これらの組み込み定義を変更または拡張
するために使用できます。

通常、セクションからセグメントへの割り当ては、単一のセグメント指令の内部で行われます。
しかし、定義済みのセクションにはより複雑な要件があるため、セグメントがメモリーに展開さ
れている順序と異なる順序でエントランス基準を処理する必要があります。これを実現するに
は 2 つの方法が使用されます。1 つ目は、すべてのセグメントを望ましい順序で定義する方
法、2 つ目は、望ましい結果が得られる順序でエントランス基準を設定する方法です。ユーザー
の mapfile でこの方法が必要になることはまれです。

        # Predefined segments and entrance criteria for the Oracle Solaris
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        # link-editor

        $mapfile_version 2

        # The lrodata and ldata segments only apply to x86-64 objects.

        # Establish amd64 as a convenient token for conditional input

        $if _ELF64 && _x86

        $add amd64

        $endif

        # Pass 1: Define the segments and their attributes, but

        # defer the entrance criteria details to the 2nd pass.

        LOAD_SEGMENT text {

                FLAGS = READ EXECUTE;

        };

        LOAD_SEGMENT data {

                FLAGS = READ WRITE EXECUTE;

        };

        LOAD_SEGMENT bss {

                DISABLE;

                FLAGS=DATA;

        };

        $if amd64

        LOAD_SEGMENT lrodata {

                FLAGS = READ

        };

        LOAD_SEGMENT ldata {

                FLAGS = READ WRITE;

        };

        $endif

        NOTE_SEGMENT note;

        NULL_SEGMENT extra;

        # Pass 2: Define ASSIGN_SECTION attributes for the segments defined

        # above, in the order the link-editor should evaluate them.

        # All SHT_NOTE sections go to the note segment

        NOTE_SEGMENT note {

                ASSIGN_SECTION {

                        TYPE = NOTE;

                };

        };

        $if amd64

        # Medium/large model x86-64 readonly sections to lrodata

        LOAD_SEGMENT lrodata {

                ASSIGN_SECTION {

                        FLAGS = ALLOC AMD64_LARGE;

                };

        };

        $endif

        # text receives all readonly allocable sections

        LOAD_SEGMENT text {

                ASSIGN_SECTION {

                        FLAGS = ALLOC !WRITE;
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                };

        };

        # If bss is enabled, it takes the writable NOBITS sections

        # that would otherwise end up in ldata or data.

        LOAD_SEGMENT bss {

                DISABLE;

                ASSIGN_SECTION {

                        FLAGS = ALLOC WRITE;

                        TYPE = NOBITS;

                };

        };

        $if amd64

        # Medium/large model x86-64 writable sections to ldata

        LOAD_SEGMENT ldata {

                ASSIGN_SECTION {

                        FLAGS = ALLOC WRITE AMD64_LARGE;

                };

                ASSIGN_SECTION {

                        TYPE = NOBITS;

                        FLAGS = AMD64_LARGE

                };

        };

        $endif

        # Any writable allocable sections not taken above go to data

        LOAD_SEGMENT data {

                ASSIGN_SECTION {

                        FLAGS = ALLOC WRITE;

                };

        };

        # Any section that makes it to this point ends up at the

        # end of the object file in the extra segment. This accounts

        # for the bulk of non-allocable sections.

        NULL_SEGMENT extra {

                ASSIGN_SECTION;

        };
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 9 ♦  ♦  ♦        第    9    章 

インタフェースおよびバージョン管理

リンカーおよび実行時リンカーで処理される ELF オブジェクトには、ほかのオブジェクトを結合
できる多数の大域シンボルが用意されています。これらのシンボルは、オブジェクトのアプリ
ケーションバイナリインタフェース (ABI) を記述するものです。オブジェクトの展開中、このイン
タフェースは、大域シンボルの追加または削除が原因で変更されることがあります。また、オブ
ジェクト展開には、内部実装の変更が関与することがあります。

バージョン管理とは、インタフェースや実装状態の変更を示すためにオブジェクトに適用できる
いくつかの手法のことをいいます。これらの手法を使用すると、下位互換性を保ちながらオブ
ジェクト制御による展開を行うことができます。

この章では、オブジェクトの ABI の定義方法について説明します。また、この ABI インタ
フェースに対する変更によって下位互換性が受ける影響についても説明します。これらの概念
については、インタフェースと実装の変更を新しいリリースのオブジェクトにどのように組み込む
かを示すモデルを使用して説明します。

この章では、動的実行可能プログラムと共有オブジェクトの実行時インタフェースを中心に説
明します。これらの動的オブジェクト内での変更を記述して管理するために使用される手法
は、一般的な用語で説明してあります。

動的オブジェクトの開発者は、インタフェース変更の結果に注意し、特に以前のオブジェクトと
の下位互換性を維持するという点で、これらの変更の管理方法を理解する必要があります。

動的オブジェクトによって使用可能になった大域シンボルは、オブジェクトの公開インタフェー
スを表します。リンク編集後にオブジェクトに残る大域シンボルの数は、公開したいと望む数を
超える場合がよくあります。これらの大域シンボルは、そのオブジェクトの構築に使用された再
配置可能オブジェクトの間で必要なシンボル状態から引き出されます。これらの大域シンボル
は、オブジェクト内の非公開インタフェースを表します。

オブジェクトの ABI を定義するには、まず、オブジェクトから公開して使用できるようにする
大域シンボルを決定するべきです。これらの公開シンボルは、リンカーの -M オプションと関
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連の mapfile を最終リンク編集の一部として使用することによって確立できます。この手法
は、53 ページの「シンボル範囲の縮小」に説明されています。この公開インタフェースは、1 つ
または複数のバージョン定義を作成中のオブジェクト内に確立します。これらの定義は、オブ
ジェクトの進化に合わせて新しいインタフェースを追加する際の基礎となります。

次のセクションは、この初期公開インタフェースに基づいて説明されています。最初に、インタ
フェースへの各種の変更をどのように分類すると、これらのインタフェースを適切に管理できる
かを理解しておくべきです。

インタフェースの互換性

オブジェクトにはさまざまな変更を加えることができます。これらの変更は、単純に次の 2 つの
グループに分類することができます。

■ 互換性のある変更。これらの変更は付加的です。今まで使用できたインタフェースがすべて
そのままの状態で残されます。

■ 互換性のない変更。これらの変更は既存インタフェースを変更します。そのインタフェースの
既存ユーザーはそれを使用できないか、または動作が異なってきます。

次のリストは、共通のオブジェクト変更のいくつかを分類しています。

表 9-1 インタフェースの互換性の例

オブジェクトの変更 更新タイプ

シンボルの追加 互換性あり

シンボルの削除 互換性なし

非可変引数関数への引数の追加 互換性なし

関数からの引数の削除 互換性なし

関数への、または外部定義としてのデータ項目のサイズまたは内容の変更 互換性なし

バグ修正または関数の内部拡張 (オブジェクトの意味プロパティーを変更しない場合) 互換性あり

バグ修正または関数の内部拡張 (オブジェクトの意味プロパティーを変更する場合) 互換性なし

注記 - シンボルを追加すると、割り込みが原因で、互換性のない変更が生じる可能性がありま
す。新しいシンボルが、アプリケーションによるそのシンボルの使用法と矛盾する場合がありま
す。ただし多くの場合、ソースレベルの名前空間の管理が使用されるため、実際にはこのような
互換性のない変更はめったにありません。
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互換性のある変更は、生成されるオブジェクトの内部でバージョン定義を管理することにより
調整できます。互換性のない変更は、新しい外部バージョン管理名によって新しいオブジェクト
を作成することにより調整できます。これらのバージョン管理手法を使用すると、アプリケーショ
ンの選択的割り当てを行うことができます。バージョン管理手法を使用すれば、実行時の正し
いバージョン割り当てを検査することもできます。これらの 2 つの手法については、次のセク
ションでさらに詳しく説明します。

内部バージョン管理

動的オブジェクトには、1 つまたは複数の内部バージョン定義を関連付けることができます。各
バージョン定義は通常、1 つまたは複数の名前に関連付けられます。シンボル名は、「1 つ」の
バージョン定義にしか関連付けられません。ただし、バージョン定義はほかのバージョン定義か
らシンボルを継承できます。したがって、1 つまたは複数の独立した、または関連するバージョン
定義を作成中のオブジェクト内に定義するための構造が存在します。オブジェクトに新しい変
更が加えられたら、新しいバージョン定義を追加してこれらの変更を表現することができます。

共有オブジェクト内でバージョン定義を行うと、次の 2 つの機能が利用できます。

■ バージョン定義を与えられた共有オブジェクトに対して構築された動的オブジェクトは、そ
れらが結合されているバージョン定義への依存関係を記録できます。これらのバージョンの
依存関係は、アプリケーションの正しい実行に適切なインタフェースまたは機能を使用でき
るかどうかを確認するため、実行時に検査されます。

■ 動的オブジェクトは、結合する共有オブジェクトのバージョン定義をリンク編集中に選択で
きます。このメカニズムを使用すると、開発者は、共有オブジェクト内のもっとも適したイン
タフェースまたは機能への、依存関係を制御することができます。

バージョン定義の作成
バージョン定義は、一般にシンボル名と一意のバージョン名との関連付けからなります。これら
の関連付けは、mapfile 内に確立され、リンカーの -M オプションを使用して、オブジェクトの最
終リンク編集に与えられます。この手法については、53 ページの「シンボル範囲の縮小」セク
ションを参照してください。

バージョン定義は、バージョン名が mapfile 指令の一部として指定されている場合は必ず確立
されます。次の例では、2 つのソースファイルが mapfile 指令とともに結合されて、定義済み公
開インタフェースを持つオブジェクトを作成しています。
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$ cat foo.c

#include    <stdio.h>

extern const char *_foo1;

void foo1()

{

        (void) printf(_foo1);

}

$ cat data.c

const char *_foo1 = "string used by foo1()\n";

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_VERSION SUNW_1.1 {                  # Release X

        global:

                foo1;

        local:

                *;

};

$ cc -c -Kpic foo.c data.c

$ cc -o libfoo.so.1 -M mapfile -G foo.o data.o

$ elfdump -sN.symtab libfoo.so.1 | grep 'foo.$'

    [32]   0x1074c    0x4  OBJT LOCL  H    0 .data      _foo1

    [53]     0x560   0x38  FUNC GLOB  D    0 .text      foo1

シンボル foo1 は、共有オブジェクトの公開インタフェースを提供するために定義された唯一の
大域シンボルです。特殊な自動縮小指令「*」は、ほかの大域シンボルすべてを縮小することに
よって、生成中のオブジェクト内にローカル結合が生じるようにします。自動縮小指令について
は、239 ページの「SYMBOL_SCOPE/SYMBOL_VERSION 指令」で説明されます。関連
バージョン名 SUNW_1.1 は、バージョン定義を生成させます。したがって、共有オブジェクトの公
開インタフェースは、内部バージョン定義 SUNW_1.1 に関連付けられた大域シンボル foo1 で構
成されます。

バージョン定義または自動縮小指令によってオブジェクトが生成されると、基本バージョン定義
も必ず作成されます。この基本バージョンは、作成されるオブジェクトの名前を使用して定義さ
れます。この基本バージョンは、リンカーによって生成された予約シンボルすべてを関連付ける
ために使用されます。予約シンボルのリストについては、58 ページの「出力ファイルの生成」を
参照してください。

オブジェクト内に含まれるバージョン定義は、-d オプションを付けた pvs(1) を使用して表示で
きます。

$ pvs -d libfoo.so.1

        libfoo.so.1;

        SUNW_1.1;

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1pvs-1
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オブジェクト libfoo.so.1 には、基本バージョン定義 libfoo.so.1 とともに、SUNW_1.1 という
名前の内部バージョン定義があります。

注記 - リンカーの -z noversion オプションを使用すると、mapfile 指令のシンボル縮小を実行
できますが、バージョン定義の作成は抑制されます。

この初期バージョン定義から、新しいインタフェースと更新された機能を追加することによって、
オブジェクトを展開させることができます。たとえば、新機能 foo2 は、それがサポートするデー
タ構造とともに、ソースファイル foo.c および data.c を更新することによってオブジェクトに追
加することができます。

$ cat foo.c

#include    <stdio.h>

extern const char *_foo1, *_foo2;

void foo1()

{

        (void) printf(_foo1);

}

void foo2()

{

        (void) printf(_foo2);

}

$ cat data.c

const char *_foo1 = "string used by foo1()\n";

const char *_foo2 = "string used by foo2()\n";

新しいバージョン定義 SUNW_1.2 を作成すると、シンボル foo2 を表す新しいインタフェースを定
義できます。また、この新しいインタフェースは、元のバージョン定義 SUNW_1.1 を継承するよう
に定義できます。

この新しいインタフェースにはオブジェクトの展開を記述できるため、このインタフェースを作
成することは重要です。ユーザーはこれらのインタフェースを使って、結合先のインタフェース
を検査して選択できます。これらの概念については、265 ページの「バージョン定義への結
合」と269 ページの「バージョン結合の指定」で詳しく説明します。

次の例は、これらの 1 つのインタフェースを作成する mapfile 指令を示しています。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_VERSION SUNW_1.1 {                   # Release X

        global:

                foo1;

        local:
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                *;

};

SYMBOL_VERSION SUNW_1.2 {                   # Release X+1

        global:

                foo2;

} SUNW_1.1;

$ cc -o libfoo.so.1 -M mapfile -G foo.o data.o

$ elfdump -sN.symtab libfoo.so.1 | grep 'foo.$'

    [28]   0x107a4    0x4  OBJT LOCL  H    0 .data      _foo1

    [29]   0x107a8    0x4  OBJT LOCL  H    0 .data      _foo2

    [48]     0x5e8   0x20  FUNC GLOB  D    0 .text      foo1

    [51]     0x618   0x20  FUNC GLOB  D    0 .text      foo2

foo1 と foo2 は、いずれも共有オブジェクトの公開インタフェースの一部として定義されてい
ます。ただし、これらのシンボルはそれぞれ別のバージョン定義に割り当てられます。foo1 は、
バージョン SUNW_1.1 に割り当てられます。foo2 は、バージョン SUNW_1.2 に割り当てられます。

これらのバージョン定義、その継承、およびそのシンボル関連付けは、pvs(1) に -d、-v、および
-s オプションをつけて表示できます。

$ pvs -dsv libfoo.so.1

        libfoo.so.1:

                _end;

                _GLOBAL_OFFSET_TABLE_;

                _DYNAMIC;

                _edata;

                _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_;

                _etext;

        SUNW_1.1:

                foo1;

                SUNW_1.1;

        SUNW_1.2:               {SUNW_1.1}:

                foo2;

                SUNW_1.2

バージョン定義 SUNW_1.2 は、バージョン定義 SUNW_1.1 に対する依存関係を持っています。

あるバージョン定義から別のバージョン定義への継承は、便利な手法です。この継承によって、
バージョン依存関係に結合するオブジェクトによって最終的に記録されるバージョン情報が削
減されます。バージョン継承については、265 ページの「バージョン定義への結合」セクション
で詳しく説明します。

バージョン定義シンボルが作成され、バージョン定義に関連付けられます。pvs(1) の例で示し
たように、これらのシンボルは -v オプションを使用して表示されます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1pvs-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1pvs-1
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ウィークバージョン定義の作成

オブジェクトに対する新しいインタフェース定義の照会を必要としない内部変更は、ウィーク
バージョン定義を作成することによって定義できます。このような変更の例としては、バグ修正
や性能の改善があります。このようなバージョン定義は空です。このバージョン定義には、大域
インタフェースシンボルが関連付けられません。

たとえば、以前の例で使用したデータファイル data.c が、次のようにより詳しい文字列定義を
提供するように更新されたとします。

$ cat data.c

const char *_foo1 = "string used by function foo1()\n";

const char *_foo2 = "string used by function foo2()\n";

ウィークバージョン定義を照会すると、この変更を次のように識別できます。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_VERSION SUNW_1.1 {                   # Release X

        global:

                foo1;

        local:

                *;

};

SYMBOL_VERSION SUNW_1.2 {                   # Release X+1

        global:

                foo2;

} SUNW_1.1;

SYMBOL_VERSION SUNW_1.2.1 { } SUNW_1.2;     # Release X+2

$ cc -o libfoo.so.1 -M mapfile -G foo.o data.o

$ pvs -dv libfoo.so.1

        libfoo.so.1;

        SUNW_1.1;

        SUNW_1.2:                {SUNW_1.1};

        SUNW_1.2.1 [WEAK]:       {SUNW_1.2};

空のバージョン定義は、ウィークラベルによって示されます。これらのウィークバージョン定義を使
用すると、アプリケーションは特定の実装詳細の存在を検査できます。アプリケーションは、必要
とする実装詳細に関連付けられたバージョン定義に結合できます。265 ページの「バージョン
定義への結合」セクションでは、これらの定義を使用する方法について詳しく説明します。
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関連のないインタフェースの定義

以前の例は、オブジェクトに追加された新しいバージョン定義は、既存のバージョン定義をど
のように継承するかを示しています。一意の依存しないバージョン定義を作成することもできま
す。次の例では、2 つの新しいファイル bar1.c と bar2.c がオブジェクト libfoo.so.1 に追加
されています。これらのファイルは、2 つの新しいシンボル bar1 と bar2 をそれぞれ提供しま
す。

$ cat bar1.c

extern void foo1();

void bar1()

{

        foo1();

}

$ cat bar2.c

extern void foo2();

void bar2()

{

        foo2();

}

これらの 2 つのシンボルは、2 つの新しい公開インタフェースの定義を目的としています。新し
いインタフェースはどちらも相互に関連がありません。ただし、それぞれのインタフェースは、元
の SUNW_1.2 インタフェースへの依存関係を表します。

次の mapfile 定義は、必要な関連付けを作成します。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

SYMBOL_VERSION SUNW_1.1 {                   # Release X

        global:

                foo1;

        local:

                *;

};

SYMBOL_VERSION SUNW_1.2 {                   # Release X+1

        global:

                foo2;

} SUNW_1.1;

SYMBOL_VERSION SUNW_1.2.1 { } SUNW_1.2;     # Release X+2

SYMBOL_VERSION SUNW_1.3a {                  # Release X+3

        global:

                bar1;

} SUNW_1.2;
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SYMBOL_VERSION SUNW_1.3b {                  # Release X+3

        global:

                bar2;

} SUNW_1.2;

この mapfile を使用して libfoo.so.1 に作成されたバージョン定義とそれらに関連する依存
関係は、pvs(1) を使用して検査できます。

$ cc -o libfoo.so.1 -M mapfile -G foo.o bar1.o bar2.o data.o

$ pvs -dv libfoo.so.1

        libfoo.so.1;

        SUNW_1.1;

        SUNW_1.2:                {SUNW_1.1};

        SUNW_1.2.1 [WEAK]:       {SUNW_1.2};

        SUNW_1.3a:               {SUNW_1.2};

        SUNW_1.3b:               {SUNW_1.2};

バージョン定義を使用して、実行時結合の要件を検査できます。また、バージョン定義を使用し
て、オブジェクトの作成中にオブジェクトの結合を制御することもできます。次のセクションで
は、これらのバージョン定義の使用方法について詳細に説明します。

バージョン定義への結合
動的実行可能ファイルまたは共有オブジェクトが、ほかの共有オブジェクトに対して構築され
る場合、これらの依存関係は結果オブジェクトに記録されます。詳細は、30 ページの「共有オ
ブジェクトの処理」と 151 ページの「共有オブジェクト名の記録」を参照してください。依存関
係にバージョン定義も含まれる場合、関連のバージョン依存関係は構築されたオブジェクトに
記録されます。

次の例は、前のセクションのデータファイルを使用して、コンパイル時環境に適した共有オブ
ジェクト libfoo.so.1 を生成しています。

$ cc -o libfoo.so.1 -h libfoo.so.1 -M mapfile -G foo.o bar.o data.o

$ ln -s libfoo.so.1 libfoo.so

$ pvs -dsv libfoo.so.1

        libfoo.so.1:

                _end;

                _GLOBAL_OFFSET_TABLE_;

                _DYNAMIC;

                _edata;

                _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_;

                _etext;

        SUNW_1.1:

                foo1;

                SUNW_1.1;

        SUNW_1.2:                {SUNW_1.1}:

                foo2;

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1pvs-1
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                SUNW_1.2;

        SUNW_1.2.1 [WEAK]:       {SUNW_1.2}:

                SUNW_1.2.1;

        SUNW_1.3a:               {SUNW_1.2}:

                bar1;

                SUNW_1.3a;

        SUNW_1.3b:               {SUNW_1.2}:

                bar2;

                SUNW_1.3b

6 つの公開インタフェースが、共有オブジェクト libfoo.so.1 によって提供されています。これ
らのインタフェースのうち 4 つ (SUNW_1.1、SUNW_1.2、SUNW_1.3a、SUNW_1.3b) はエクスポートさ
れたシンボル名を定義します。1 つのインタフェース SUNW_1.2.1 は、オブジェクトに対する内
部実装の変更を記述します。もう 1 つのインタフェース libfoo.so.1 は、いくつかの予約ラベ
ルを定義します。libfoo.so.1 によって依存関係として作成される動的オブジェクトは、その動
的オブジェクトが結合するインタフェースのバージョン名を記録します。

次の例では、シンボル foo1 と foo2 を参照するアプリケーションを作成しています。アプリケー
ションに記録されるバージョン管理依存関係に関する情報は、-r オプションを付けた pvs(1)
を使用して調べることができます。

$ cat prog.c

extern void foo1();

extern void foo2();

main()

{

        foo1();

        foo2();

}

$ cc -o prog prog.c -L. -R. -lfoo

$ pvs -r prog

        libfoo.so.1 (SUNW_1.2, SUNW_1.2.1);

この例では、アプリケーション prog は、実際に 2 つのインタフェース SUNW_1.1 と SUNW_1.2 に
結合されています。これらのインタフェースは、それぞれ大域シンボル foo1 と foo2 を提供しま
した。

バージョン定義 SUNW_1.1 はバージョン定義 SUNW_1.2 から継承されたものとして libfoo.so.1
内に定義されているため、記録が必要なのは 1 つの依存関係だけです。この継承によって、
バージョン定義の依存関係が正規化されます。この正規化によって、オブジェクト内に保持さ
れているバージョン情報の量は削減されます。また、この正規化によって実行時に必要なバー
ジョン検査の処理も縮小されます。

アプリケーション prog は、ウィークバージョン定義 SUNW_1.2.1 を含む共有オブジェクトの実装
状態に対して構築されるため、この依存関係も記録されます。このバージョン定義は、バージョ

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1pvs-1
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ン定義 SUNW_1.2 を継承するように定義されていますが、バージョンのウィーク性は SUNW_1.1 
によるその正規化を阻害します。ウィークバージョン定義の依存関係は、別々に記録されること
になります。

相互に継承される複数のウィークバージョン定義がある場合、これらの定義は、ウィークでない
バージョン定義と同じ方法で正規化されます。

注記 - バージョン依存関係の記録は、リンカーの -z noversion オプションによって抑制できま
す。

実行時リンカーは、アプリケーションの実行時に結合されたオブジェクトから、記録されたバー
ジョン定義があるかどうかを検査します。この検査は、-v オプションを付けた ldd(1) を使用し
て表示できます。たとえば、アプリケーション prog に対して、ldd(1) を実行すると、バージョン定
義依存関係は、依存関係 libfoo.so.1 で正しく検出されることがわかります。

$ ldd -v prog

    find object=libfoo.so.1; required by prog

        libfoo.so.1 =>   ./libfoo.so.1

    find version=libfoo.so.1;

        libfoo.so.1 (SUNW_1.2) =>            ./libfoo.so.1

        libfoo.so.1 (SUNW_1.2.1) =>          ./libfoo.so.1

    ....

注記 - ldd(1) に -v オプションを付けると、詳細出力が暗黙のうちに指定されます。この出力
では、すべての依存関係の再帰的なリストが、すべてのバージョン管理要件とともに生成されま
す。

ウィークでないバージョン定義依存関係を検出できないと、アプリケーションの初期設定中に重
大なエラーが起こります。検出できないウィークバージョン定義依存関係は、暗黙の内に無視さ
れます。たとえば、libfoo.so.1 がバージョン定義 SUNW_1.1 だけを含む環境で、アプリケーショ
ン prog が実行された場合は、次の重大なエラーが生じます。

$ pvs -dv libfoo.so.1

        libfoo.so.1;

        SUNW_1.1;

$ prog

ld.so.1: prog: fatal: libfoo.so.1: version 'SUNW_1.2' not \

    found (required by file prog)

アプリケーション prog がバージョン定義依存関係を記録しなかった場合、シンボル foo2 が存
在しないときには、実行時に重大な再配置エラーが発生することになります。この再配置エラー
は、プロセス初期設定中またはプロセス実行中に生じる可能性があります。また、アプリケーショ

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
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ンの実行パスが関数 foo2 を呼び出さなかった場合には、エラー状態がまったく生じないことも
あります。114 ページの「再配置エラー」を参照してください。

バージョン定義依存関係によって、アプリケーションによって必要なインタフェースが使用可能
かどうかがすぐに示されます。

たとえば、libfoo.so.1 がバージョン定義 SUNW_1.1 と SUNW_1.2 だけを含む環境内で、prog を
実行するとします。この場合、ウィークでないバージョン定義要件はすべて満たされます。ウィー
クバージョン定義 SUNW_1.2.1 の不在は、重大ではないエラーと見なされます。この場合、実行
時エラー条件は生成されません。

$ pvs -dv libfoo.so.1

        libfoo.so.1;

        SUNW_1.1;

        SUNW_1.2:                {SUNW_1.1};

$ prog

string used by foo1()

string used by foo2()

ldd(1) を使用すると、検出できないすべてのバージョン定義が表示されます。

$ ldd prog

        libfoo.so.1 =>   ./libfoo.so.1

        libfoo.so.1 (SUNW_1.2.1) =>          (version not found)

        ....

実行時に依存関係の実装状態にバージョン定義情報が含まれていない場合、依存関係のバー
ジョン検査は暗黙のうちに無視されます。この方針は、非バージョン管理共有オブジェクトから
バージョン管理共有オブジェクトへの移行が行われるときに、下位互換性レベルを提供するも
のです。ldd(1) は、バージョン要件の違いを表示するためにいつでも使用できます。

注記 - 環境変数 LD_NOVERSION  を使用すると、すべての実行時バージョン検査を抑制できま
す。

追加オブジェクトのバージョンの検査

バージョン定義シンボルも、dlopen(3C) によって取得されたオブジェクトのバージョン要件
を検証するメカニズムとなるものです。dlopen(3C) を使用してプロセスのアドレス空間に
追加されたオブジェクトに対しては、自動バージョン依存関係検査が行われません。このた
め、dlopen(3C) の呼び出し元が、バージョン管理要件が適合しているかどうかを検査する必
要があります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ldd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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必要なバージョン定義があるかどうかは、dlsym(3C) を使用して、関連のバージョン定義シン
ボルを調べることによって検査できます。次の例では、dlopen(3C) を使用して共有オブジェ
クト libfoo.so.1 をプロセスに追加します。次に、インタフェース SUNW_1.2 が利用可能である
ことを確認します。

#include    <stdio.h>

#include    <dlfcn.h>

main()

{

        void       *handle;

        const char *file = "libfoo.so.1";

        const char *vers = "SUNW_1.2";

        ....

        if ((handle = dlopen(file, (RTLD_LAZY | RTLD_FIRST))) == NULL) {

                (void) printf("dlopen: %s\n", dlerror());

                return (1);

        }

        if (dlsym(handle, vers) == NULL) {

                (void) printf("fatal: %s: version '%s' not found\n", file, vers);

                return (1);

        }

        ....

注記 - dlopen(3C) のフラグ RTLD_FIRST を使用すると、dlsym(3C) の検索が libfoo.so.1
に制限されます。

バージョン結合の指定

バージョン定義を含む共有オブジェクトに対してリンクされた動的オブジェクトを作成する場
合、特定のバージョン定義に対する結合を制限するように、リンカーに指示できます。リンカーを
使用すると、特定インタフェースへのオブジェクトの結合を効果的に制御することができます。

オブジェクトの結合要件は DEPEND_VERSIONS mapfile 指令で制御できます。この指令は、リン
カーの -M オプションと関連の mapfile を使用して提供されます。DEPEND_VERSIONS 指令は次
の構文を使用します。

        $mapfile_version 2

        DEPEND_VERSIONS objname {
                ALLOW   = version_name;
                REQUIRE = version_name;
                ....

        };

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
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■ objname は共有オブジェクトの依存関係の名前を表します。この名前は、リンカーに
よって使用される共有オブジェクトのコンパイル環境名と一致しなければなりませ
ん。31 ページの「ライブラリの命名規約」を 参照してください。

■ ALLOW 属性を使用して、結合に利用できるようにすべき共有オブジェクト内のバージョン定
義名を指定します。複数の ALLOW 属性を指定できます。

■ REQUIRE 属性を使用すると、記録されるバージョン定義を追加できます。複数の REQUIRE
属性を指定できます。

バージョン結合の制御は、次のような場合に役立ちます。

■ 共有オブジェクトが一意の独立したバージョンを定義するとき。このバージョン管理は、異
なる標準インタフェースを定義するときに使用できます。結合制御でオブジェクトを構築す
ることによって、そのオブジェクトが特定のインタフェースだけに結合することを保証できま
す。

■ 複数世代のソフトウェアリリースにまたがって、共有オブジェクトをバージョン管理するとき。
結合制御でオブジェクトを構築することによって、以前のソフトウェアリリースで利用可能
だったインタフェースだけに結合するように制限できます。したがって、最新リリースの共有
オブジェクトを使用して構築したオブジェクトでも、古いリリースの共有オブジェクトを使用
して実行できます。

次に、バージョン制御メカニズムの使用例を示します。この例では、次のバージョンインタフェー
ス定義を含む共有オブジェクト libfoo.so.1 を使用しています。

$ pvs -dsv libfoo.so.1

        libfoo.so.1:

                _end;

                _GLOBAL_OFFSET_TABLE_;

                _DYNAMIC;

                _edata;

                _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_;

                _etext;

        SUNW_1.1:

                foo1;

                foo2;

                SUNW_1.1;

        SUNW_1.2:           {SUNW_1.1}:

                bar;

バージョン定義 SUNW_1.1 および SUNW_1.2 は、ソフトウェア Release X および Release X+1 で
使用可能な libfoo.so.1 内のインタフェースをそれぞれ表します。

アプリケーションは、次のバージョン制御 mapfile 指令を使用して、Release X で使用可能なイ
ンタフェースだけに結合するように構築できます。
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$ cat mapfile

$mapfile_version 2

DEPEND_VERSIONS libfoo.so {

        ALLOW = SUNW_1.1;

}

たとえば、Release X 上で動作するアプリケーション prog を開発するとします。アプリケーション
では、Release X で使用可能なインタフェース以外は使用できません。シンボル bar を間違え
て参照すると、アプリケーションは要求されるインタフェースに準拠しなくなります。リンカーはこ
の状態を未定義のシンボルエラーとして通知します。

$ cat prog.c

extern void foo1();

extern void bar();

main()

{

        foo1();

        bar();

}

$ cc -o prog prog.c -M mapfile -L. -R. -lfoo

Undefined           first referenced

 symbol                 in file

bar                     prog.o  (symbol belongs to unavailable \

                        version ./libfoo.so (SUNW_1.2))

ld: fatal: symbol referencing errors

SUNW_1.1 インタフェースに準拠するには、bar への参照を削除する必要があります。これは、ア
プリケーションを再処理して bar に対する要件を削除するか、または bar の実装をアプリケー
ションの作成に追加することによって行います。

注記 - デフォルトでは、リンク編集の一部として検出された共有オブジェクト依存関係も、すべ
てのファイル制御指令に対して確認されます。環境変数 LD_NOVERSION を使用して、共有オブ
ジェクト依存関係のバージョン検査を抑制します。

追加バージョン定義への結合

オブジェクトの標準のシンボル結合から作成されるバージョン依存関係よりも多くのバージョン
依存関係を記録するには、DEPEND_VERSIONS mapfile 指令に REQUIRE 属性を使用します。次の
セクションでは、この追加結合が役に立ついくつかのシナリオについて説明します。

インタフェースの再定義

1 つのシナリオは、ISV 固有のインタフェースを公開標準インタフェースで使用します。
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libfoo.so.1 の例に続いて、Release X+2 において、バージョン定義 SUNW_1.1 が 2 つの
標準リリース STAND_A と STAND_B に分割される場合を想定します。互換性を維持するに
は、SUNW_1.1 バージョン定義を維持する必要があります。次の例では、このバージョン定義は 2
つの標準定義を継承するものとして表されています。

$ pvs -dsv libfoo.so.1

        libfoo.so.1:

                _end;

                _GLOBAL_OFFSET_TABLE_;

                _DYNAMIC;

                _edata;

                _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_;

                _etext;

        SUNW_1.1:           {STAND_A, STAND_B}:

                SUNW_1.1;

        SUNW_1.2:           {SUNW_1.1}:

                bar;

        STAND_A:

                foo1;

                STAND_A;

        STAND_B:

                foo2;

                STAND_B;

アプリケーション prog の唯一の要件がインタフェースシンボル foo1 である場合、このア
プリケーションはバージョン定義  STAND_A に対して単一の依存関係を持ちます。このこと
は、libfoo.so.1 が Release X+2 よりも小さいシステムでの prog の実行を阻害します。以前
のリリースでは、インタフェース foo1 が存在する場合でも、バージョン定義  STAND_A は存在し
ませんでした。

アプリケーション prog は、SUNW_1.1 に対する依存関係を作成することによって、その要件を以
前のリリースに合わせて構築できます。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

DEPEND_VERSIONS libfoo.so {

        ALLOW = SUNW_1.1;

        REQUIRE = SUNW_1.1;

};

$ cat prog

extern void foo1();

main()

{

        foo1();

}

$ cc -M mapfile -o prog prog.c -L. -R. -lfoo

$ pvs -r prog

        libfoo.so.1 (SUNW_1.1);
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この明示的な依存関係は、真の依存関係の要件をカプセル化するのに十分です。この依存関
係は古いリリースとの互換性も保ちます。

ウィークバージョンの結合

263 ページの「ウィークバージョン定義の作成」では、ウィークバージョン定義を使用して、内
部実装の変更をマークする方法について説明しました。これらのバージョン定義は、オブジェク
トに対して行われたバグ修正と性能の改善に適しています。ウィークバージョンの存在が必要で
ある場合、ウィークバージョン定義への明示的な依存関係を作成できます。オブジェクトを正しく
機能させるためにバグ修正や性能の改善が重要な場合、このような依存関係の作成も重要に
なります。

上記の libfoo.so.1 の例で、バグ修正がウィークバージョン定義 SUNW_1.2.1 としてソフトウェ
ア Release X+3 に組み込まれている場合を想定します。

$ pvs -dsv libfoo.so.1

        libfoo.so.1:

                _end;

                _GLOBAL_OFFSET_TABLE_;

                _DYNAMIC;

                _edata;

                _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_;

                _etext;

        SUNW_1.1:           {STAND_A, STAND_B}:

                SUNW_1.1;

        SUNW_1.2:           {SUNW_1.1}:

                bar;

        STAND_A:

                foo1;

                STAND_A;

        STAND_B:

                foo2;

                STAND_B;

        SUNW_1.2.1 [WEAK]:  {SUNW_1.2}:

                SUNW_1.2.1;

通常、アプリケーションは、この libfoo.so.1 に対して構築されている場合、バージョン定義
SUNW_1.2.1 に対する弱い依存関係を記録します。この依存関係は情報提供だけを目的としま
す。実行時に使用される libfoo.so.1 の実装にバージョン定義が見つからなくても、この依存
関係によってアプリケーションが強制終了されることはありません。

REQUIRE 属性を DEPEND_VERSIONS mapfile 指令に使用すると、バージョン定義に明示的な依
存関係を生成できます。この定義がウィークである場合、この明示的参照によって、バージョン
定義が強い依存関係に高められます。



内部バージョン管理

274 Oracle Solaris 11.2 リンカーとライブラリガイド • 2014 年 7 月

アプリケーション prog は、次のファイル制御指令を使用して、SUNW_1.2.1 インタフェースを実行
時に使用できるという要件を実施するように構築できます。

$ cat mapfile

$mapfile_version 2

DEPEND_VERSIONS libfoo.so {

        ALLOW = SUNW_1.1;

        REQUIRE = SUNW_1.2.1;

};

$ cat prog

extern void foo1();

main()

{

        foo1();

}

$ cc -M mapfile -o prog prog.c -L. -R. -lfoo

$ pvs -r prog

        libfoo.so.1 (SUNW_1.2.1);

prog には、インタフェース STAND_A に対する明示的な依存関係があります。バージョン定義
SUNW_1.2.1 は、強いバージョンに高められているため、依存関係 STAND_A によって正規化され
ます。実行時にバージョン定義 SUNW_1.2.1 が見つからないと、重大なエラーが生成されます。

注記 - 依存関係が少ない場合、リンカーの -u オプションを使用して、バージョン定義に明示的
に結合できます。このオプションで、バージョン定義シンボルを参照します。ただし、シンボル参
照は非選択的です。類似の名前を持つ複数のバージョン定義を含む可能性がある複数の依存
関係を処理する場合は、この手法で明示的な結合を作成できないことがあります。

バージョンの安定性

バージョン定義をオブジェクトの内部に結合することを説明するために、さまざまなモデルにつ
いて説明してきました。これらのモデルでは、インタフェースの要件を実行時に検証できます。こ
の検査は、各バージョン定義がオブジェクトの使用期間内に変わらない場合にのみ有効です。

オブジェクトのバージョン定義を作成したら、ほかのオブジェクトが結合することができます。こ
のバージョン定義は、オブジェクトの次のリリースでも存在している必要があります。バージョン
名およびバージョンに関連するシンボルは両方とも変更しないでください。これらの要件を適
用するために、バージョン定義内で定義されるシンボル名には、ワイルドカードによる拡張はサ
ポートされていません。これは、ワイルドカードに当てはまるシンボルの数が、オブジェクトが発
展する過程で異なる場合があるからです。数が一致しない場合には、インタフェースが突然不
安定になることがあります。
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再配置可能オブジェクト

ここまでのセクションで、バージョン情報を動的オブジェクトの内部に記録する方法を説明して
きました。再配置可能オブジェクトは、同様の方法でバージョン管理情報を保持できます。ただ
し、この情報の使用方法に多少違いがあります。

再配置可能オブジェクトのリンク編集に提供されるバージョン定義はすべて、オブジェクトに記
録されます。これらの定義は、動的オブジェクトに記録されるバージョン定義と同じ形式で記録
されます。ただしデフォルトにより、作成中の再配置可能オブジェクトに対するシンボル削減は
実行されません。再配置可能オブジェクトが動的オブジェクトの生成に使用されると、バージョ
ン情報に定義されているシンボル削減が再配置可能オブジェクトに適用されます。

また、再配置可能オブジェクトで検出されたバージョン定義はすべて、動的オブジェクトに伝達
されます。再配置可能オブジェクトでのバージョン処理の例については、53 ページの「シンボ
ル範囲の縮小」を参照してください。

注記 - リンカーの -B reduce オプションを使用すると、バージョン定義に定義されているシンボ
ル削減を再配置可能オブジェクトに適用できます。

外部バージョン管理

共有オブジェクトへの実行時参照は、常にバージョン管理ファイル名を参照するべきです。通
常、バージョン管理ファイル名は、バージョン番号が接尾辞として付いたファイル名として表さ
れます。

共有オブジェクトのインタフェースが互換性のない方法で変更すると、その変更によって古い
アプリケーションが破壊される可能性があります。このような場合は、新しい共有オブジェクトを
新しいバージョン管理ファイル名によって配布するべきです。また、元のバージョン管理ファイル
名も配布して、古いアプリケーションで必要なインタフェースを提供する必要があります。

一連のソフトウェアリリースに対してアプリケーションを構築しているときは、実行時環境内に共
有オブジェクトを個別のバージョンファイル名で提供する必要があります。このようにすれば、ア
プリケーションを構築するときに基にしたインタフェースが、実行中に結合するアプリケーション
で利用できることを保証できます。

次のセクションでは、コンパイル環境と実行時環境間でのインタフェースの結合を同期する方
法について説明します。
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バージョン管理ファイル名の管理

リンク編集では、一般的にリンカーの-l オプションを使用して共有オブジェクトの依存関係を参
照します。このオプションは、リンカーのライブラリ検索メカニズムを使用して接頭辞 lib と接尾
辞 .so が付いた共有オブジェクトを探します。

ただし、実行時に、共有オブジェクト依存関係は、バージョン管理ファイル名として存在してい
なければなりません。2 つの命名規約に従う 2 つの異なる共有オブジェクトを維持するのでは
なく、2 つのファイル名間にファイルシステムリンクを作成します。

たとえば、シンボリックリンクを使用すれば、共有オブジェクト libfoo.so.1 をコンパイル環境
で利用できるようにすることができます。コンパイルファイル名は、実行時ファイル名へのシン
ボリックリンクになります。

$ cc -o libfoo.so.1 -G -K pic foo.c

$ ln -s libfoo.so.1 libfoo.so

$ ls -l libfoo*

lrwxrwxrwx  1 usr grp          11 1991 libfoo.so -> libfoo.so.1

-rwxrwxr-x  1 usr grp        3136 1991 libfoo.so.1

シンボリックリンクまたはハードリンクを使用できます。ただし記述および診断目的としては、シ
ンボリックリンクの方が有効です。

共有オブジェクト libfoo.so.1 は、実行時環境用に生成されています。シンボリックリンク
libfoo.so は、コンパイル環境でのこのファイルの使用も有効にしています。

$ cc -o prog main.o -L. -lfoo

リンカーは、シンボリックリンク libfoo.so を追って見つける共有オブジェクト libfoo.so.1 に
よって記述されたインタフェースを使用して、再配置可能オブジェクト main.o を処理します。

一連のソフトウェアリリースにわたって、libfoo.so の新しいバージョンをインタフェースを変更し
て配布できます。シンボリックリンクを変更することによって、適用可能なインタフェースを使用
するよう、コンパイル環境を構築することができます。

$ ls -l libfoo*

lrwxrwxrwx  1 usr grp          11 1993 libfoo.so -> libfoo.so.3

-rwxrwxr-x  1 usr grp        3136 1991 libfoo.so.1

-rwxrwxr-x  1 usr grp        3237 1992 libfoo.so.2

-rwxrwxr-x  1 usr grp        3554 1993 libfoo.so.3

この例では、共有オブジェクトの 3 つの主要バージョンが使用できます。libfoo.so.1 と
libfoo.so.2 の 2 つのバージョンは、既存アプリケーションに対する依存関係を提供しま
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す。libfoo.so.3 は、新しいアプリケーションを作成して実行するための最新主要リリースを提
供します。

このシンボリックリンクのメカニズムを使用するだけでは、コンパイル環境での共有オブジェク
トが実行時バージョン管理ファイル名と同期をとることができません。例が示しているように、リ
ンカーは、動的実行可能ファイル prog に、リンカーが処理した共有オブジェクトのファイル名を
記録します。この場合、リンカーで表示されるファイル名はコンパイル環境のファイルです。

$ elfdump -d prog | grep libfoo

     [0]  NEEDED       0x1b7           libfoo.so

アプリケーション prog が実行されると、実行時リンカーは、依存関係 libfoo.so を検索しま
す。prog は、このシンボリックリンクが指すすべてのファイルに結合されます。

正しい実行時名を依存関係として記録するには、共有オブジェクト libfoo.so.1
を「soname」定義によって構築する必要があります。この定義は、共有オブジェクトの実行時
名を識別します。この名前は、共有オブジェクトに対してリンクするすべてのオブジェクトによっ
て、依存関係名として使用されます。この定義は、共有オブジェクトの作成中に -h オプション
を使用して与えることができます。

$ cc -o libfoo.so.1 -G -K pic -h libfoo.so.1 foo.c

$ ln -s libfoo.so.1 libfoo.so

$ cc -o prog main.o -L. -lfoo

$ elfdump -d prog | grep libfoog

     [0]  NEEDED       0x1b7           libfoo.so.1

このシンボリックリンクと「soname」メカニズムは、コンパイル環境と実行時環境の共有オブ
ジェクト命名規約の間に強固な同期を確立します。リンク編集中に処理されたインタフェース
は、生成された出力ファイルに正確に記録されます。この記録によって、意図したインタフェース
が実行時に提供されます。

同じプロセス内の複数の外部バージョン管理ファイル
外部的にバージョン管理された新しい共有オブジェクトを作成することは、大きな変更です。外
部的にバージョン管理された一連の共有オブジェクトのメンバーを使用するすべてのプロセス
の依存関係を、完全に理解している必要があります。

たとえば、あるアプリケーションが、libfoo.so.1 および外部から記述されたオブジェクト
libISV.so.1 と依存関係があるとします。この後者のオブジェクトは libfoo.so.1 とも依存
関係があるとします。新しいインタフェース libfoo.so.2 を使用するように、アプリケーション
を再設計する可能性があります。ただし、アプリケーションが外部オブジェクト libISV.so.1
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を使用することは変更しない可能性があります。実行時に読み込まれる libfoo.so 実装の
可視性のスコープに応じて、主要なバージョンのファイルが両方とも実行プロセスに含まれま
す。libfoo.so のバージョンを変更する理由は、互換性のない変更をマークすることだけです。
つまり、プロセス内にオブジェクトの両方のバージョンを持つことは、不正なシンボル結合が発
生する原因となり、そのために望ましくない相互作用を引き起こすことがあります。

インタフェースに互換性のない変更を行うことは避けるようにしてください。互換性のない変更
は、インタフェース定義およびインタフェース定義を参照するすべてのオブジェクトを完全に制
御できる場合に限って検討することをお勧めします。



第 10 章 動的ストリングトークンによる依存関係の確立 279

 10 ♦  ♦  ♦        第    1  0    章 

動的ストリングトークンによる依存関係の確立

動的オブジェクトは、明示的に、またはフィルタを通して依存関係を確立できます。それぞれの
仕組みは「実行パス」で拡張できます。「実行パス」は実行時リンカーに、要求された依存関係を
検索させ、読み込ませる指示を送ります。フィルタ、依存関係、および「実行パス」の情報を記録
するストリング名は、次の予約された動的ストリングトークンによって拡張できます。

■ $CAPABILITY ($HWCAP)
■ $ISALIST

■ $OSNAME、$OSREL、$PLATFORM、および $MACHINE
■ $ORIGIN

以降のセクションでは、これらのトークンの使用方法について具体的な例を示します。

機能固有の共有オブジェクト

動的トークン $CAPABILITY を使用すると、機能固有の共有オブジェクトがあるディレクトリを指
定できます。このトークンは、フィルタまたは依存関係に対して使用できます。このトークンは複
数のオブジェクトに拡張できるので、依存関係と使用する場合も管理できます。dlopen(3C)
で取得された依存関係は、RTLD_FIRST モードでこのトークンを使用できます。このトークンを使
用する明示的な依存関係は、最初に見つかった適切な依存関係を読み込みます。

注記 - 元の機能はハードウェア機能のみに基づいて実装されました。トークン $HWCAP は、この
機能処理を選択するために使用されました。それ以降、ハードウェア機能を超えて機能が拡張
されたため、$HWCAP トークンは $CAPABILITY トークンで置き換えられました。互換性について
は、$HWCAP トークンは $CAPABILITY トークンの別名として解釈されます。

パス名の指定は、$CAPABILITY トークンで終わるフルパス名で構成する必要がありま
す。$CAPABILITY トークンで指定されたディレクトリ内の共有オブジェクトは、実行時に検査さ

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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れます。これらのオブジェクトは、機能の要件を示す必要があります。60 ページの「機能要件
の特定」を参照してください。各オブジェクトは、プロセスで使用可能な機能に対して検証され
ます。プロセスで使用できるオブジェクトは、機能値の降順で保存されます。これらのソートされ
たフィルティーは、フィルタ内で定義されたシンボルを解決するために使用されます。

機能ディレクトリ内のフィルティーには、命名に関する制限はありません。次の例で、ハードウェア
機能フィルティーにアクセスするために補助フィルタ libfoo.so.1 をどのように設計するかを示
します。

$ LD_OPTIONS='-f /opt/ISV/lib/cap/$CAPABILITY' \

    cc -o libfoo.so.1 -G -K pic -h libfoo.so.1 -R. foo.c

$ elfdump -d libfoo.so.1 | egrep 'SONAME|AUXILIARY'

     [2]  SONAME             0x1                libfoo.so.1

     [3]  AUXILIARY         0x96                /opt/ISV/lib/cap/$CAPABILITY

$ elfdump -H /opt/ISV/lib/cap/*

/opt/ISV/lib/cap/filtee.so.3:

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Object Capabilities:

   index  tag               value

     [0]  CA_SUNW_HW_1     0x1000  [ SSE2 ]

/opt/ISV/lib/cap/filtee.so.1:

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Object Capabilities:

   index  tag               value

     [0]  CA_SUNW_HW_1     0x40  [ MMX ]

/opt/ISV/lib/cap/filtee.so.2:

Capabilities Section:  .SUNW_cap

 Object Capabilities:

   index  tag               value

     [0]  CA_SUNW_HW_1     0x800  [ SSE ]

フィルタ libfoo.so.1 を MMX と SSE のハードウェア機能を使用できるシステムで処理した場合、
次のフィルティー検索順序が採用されます。

$ cc -o prog prog.c -R. -lfoo

$ LD_DEBUG=symbols prog

....

01233: symbol=foo;  lookup in file=libfoo.so.1  [ ELF ]

01233: symbol=foo;  lookup in file=cap/filtee.so.2  [ ELF ]

01233: symbol=foo;  lookup in file=cap/filtee.so.1  [ ELF ]

....
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なお、filtee.so.2 の機能値は filtee.so.1 の機能値より大きくなります。SSE2 機能を使用で
きないので、filtee.so.3 がシンボル検索に含まれる可能性はありません。

「フィルティー」検索の縮小

フィルタ内で $CAPABILITY を使用すると、1 つまたは複数の「フィルティー」が、フィルタ内で定義
されたインタフェースの実装を提供できます。

指定された $CAPABILITY ディレクトリ内のすべての共有オブジェクトは、使用可能性を検証し
たり、プロセスに適したものをソートしたりするために点検されます。ソートされると、すべてのオ
ブジェクトは使用準備のため読み込まれます。

リンカーの -z endfiltee オプションを使用して「フィルティー」を作成して、これが使用可能な最
後の「フィルティー」であることを示します。このオプションで特定されたフィルティーは、そのフィル
タのフィルティーのソートリストを終了します。このフィルティーをフィルタに対して読み込んだ後は、
いかなるオブジェクトもソートされません。前の例で filter.so.2 フィルティーに -z endfiltee
のタグが付けられている場合、フィルティー検索は次のようになります。

$ LD_DEBUG=symbols prog

....

01424: symbol=foo;  lookup in file=libfoo.so.1  [ ELF ]

01424: symbol=foo;  lookup in file=cap/filtee.so.2  [ ELF ]

....

命令セット固有の共有オブジェクト

動的トークン $ISALIST は、実行時に展開され、このプラットフォームで実行可能なネイティブの
命令セットを反映します。この様子はユーティリティー isalist(1) によって表されます。この
トークンは、フィルタ、実行パス定義、および依存関係に対して使用できます。このトークンは複数
のオブジェクトに拡張できるので、依存関係と使用する場合も管理できます。dlopen(3C) で
取得された依存関係は、RTLD_FIRST モードでこのトークンを使用できます。このトークンを使用
する明示的な依存関係は、最初に見つかった適切な依存関係を読み込みます。

注記 - このトークンは廃止されたため、Oracle Solaris の今後のリリースで削除される
可能性があります。命令セットの拡張を処理するために推奨されるテクニックについて
は、279 ページの「機能固有の共有オブジェクト」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1isalist-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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$ISALIST トークンに組み込まれたストリング名はすべて、複数の文字列に効率良く複製されま
す。各文字列には、使用可能な命令セットの 1 つが割り当てられます。

次の例では、命令セット固有の「フィルティー」libfoo.so.1 にアクセスするように補助フィルタ
libbar.so.1 を設計する方法を示します。

$ LD_OPTIONS='-f /opt/ISV/lib/$ISALIST/libbar.so.1' \

    cc -o libfoo.so.1 -G -K pic -h libfoo.so.1 -R. foo.c

$ elfdump -d libfoo.so.1 | egrep 'SONAME|AUXILIARY'

     [2]  SONAME             0x1                libfoo.so.1

     [3]  AUXILIARY         0x96                /opt/ISV/lib/$ISALIST/libbar.so.1

あるいは、代わりに「実行パス」を使用することができます。

$ LD_OPTIONS='-f libbar.so.1' \

    cc -o libfoo.so.1 -G -K pic -h libfoo.so.1 -R'/opt/ISV/lib/$ISALIST' foo.c

$ elfdump -d libfoo.so.1 | egrep 'RUNPATH|AUXILIARY'

     [3]  AUXILIARY         0x96                libbar.so.1

     [4]  RUNPATH           0xa2                /opt/ISV/lib/$ISALIST

どちらの場合でも、実行時リンカーはプラットフォームで使用可能な命令リストを使用して、複
数の検索パスを構成します。たとえば、次のアプリケーションは libfoo.so.1 に依存関係があ
り、SUNW,Ultra-2 上で実行されます。

$ ldd -ls prog

....

  find object=libbar.so.1; required by ./libfoo.so.1

    search path=/opt/ISV/lib/$ISALIST  (RPATH from file ./libfoo.so.1)

      trying path=/opt/ISV/lib/sparcv9+vis/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/sparcv9/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/sparcv8plus+vis/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/sparcv8plus/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/sparcv8/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/sparcv8-fsmuld/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/sparcv7/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/sparc/libbar.so.1

また、同じ依存関係を持つアプリケーションは、MMX 構成の Pentium Pro で実行されます。

$ ldd -ls prog

....

  find object=libbar.so.1; required by ./libfoo.so.1

    search path=/opt/ISV/lib/$ISALIST  (RPATH from file ./libfoo.so.1)

      trying path=/opt/ISV/lib/pentium_pro+mmx/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/pentium_pro/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/pentium+mmx/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/pentium/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/i486/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/i386/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/i86/libbar.so.1
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「フィルティー」検索の縮小

フィルタ内で $ISALIST を使用すると、1 つまたは複数の「フィルティー」が、フィルタ内で定義さ
れたインタフェースの実装を提供できます。

フィルタ内でどのようなインタフェースを定義しても、目的のインタフェースを探すために、可能
性のある「フィルティー」すべてを徹底的に検索する結果になり得ます。性能が重要となる機能を
提供するために「フィルティー」を使用する場合には、徹底的な「フィルティー」の検索は逆効果にな
るかもしれません。

リンカーの -z endfiltee オプションを使用して「フィルティー」を作成して、これが使用可能な最
後の「フィルティー」であることを示します。このオプションによって、該当するフィルタに対してそ
れ以上の「フィルティー」検索を行わないようにできます。前の SPARC の例で、SPARCV9 フィ
ルティーが存在し、-z endfiltee のタグが付いている場合、フィルティー検索は次のようになり
ます。

$ ldd -ls prog

....

  find object=libbar.so.1; required by ./libfoo.so.1

    search path=/opt/ISV/lib/$ISALIST  (RPATH from file ./libfoo.so.1)

      trying path=/opt/ISV/lib/sparcv9+vis/libbar.so.1

      trying path=/opt/ISV/lib/sparcv9/libbar.so.1

システム固有の共有オブジェクト

動的トークン $OSNAME、$OSREL、$PLATFORM、および $MACHINE は実行時に展開され、システム固
有の情報を提供します。これらのトークンは、フィルタ、「実行パス」、または依存関係の定義に利
用できます。

$OSNAME は、ユーティリティー uname(1) にオプション -s を付けて実行した場合に表示される
ように、オペレーティングシステムの名前を反映して展開されます。$OSREL は、uname -r を実行
した場合に表示されるように、オペレーティングシステムのリリースレベルを反映して展開されま
す。$PLATFORM は、uname -i を実行した場合に表示されるように、ベースとなるプラットフォーム
名を反映して展開されます。$MACHINE は、uname -m を実行した場合に表示されるように、ベー
スとなるマシンのハードウェア名を反映して展開されます。

次の例は、プラットフォーム固有の「フィルティー」libfoo.so.1 にアクセスするように補助フィルタ
libbar.so.1 を設計する方法を示します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1uname-1
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$ LD_OPTIONS='-f /platform/$PLATFORM/lib/libbar.so.1' \

    cc -o libfoo.so.1 -G -K pic -h libfoo.so.1 -R. foo.c

$ elfdump -d libfoo.so.1 | egrep 'SONAME|AUXILIARY'

     [2]  SONAME             0x1                libfoo.so.1

     [3]  AUXILIARY         0x96                /platform/$PLATFORM/lib/libbar.so.1

このメカニズムは、共有オブジェクト /lib/libc.so.1 にプラットフォーム固有の拡張を行うた
めに、Oracle Solaris OS で使用されます。

関連する依存関係の配置

通常、バンドルされていない製品は、固有の場所にインストールされるように設計されていま
す。この製品は、バイナリ、共有オブジェクト、および関連構成ファイルからなります。たとえば、
バンドルされていない製品 ABC は、次の配置をとる場合があります。

図   10-1 バンドルされていない製品の相互依存関係

製品が、/opt の元にインストールされるように設計されていると想定します。通常、PATH に /
opt/ABC/bin を追加して、製品のバイナリの位置を特定します。各バイナリは、バイナリ内に直
接記録された「実行パス」を使用して、その依存する相手を探します。アプリケーション abc の場
合、この「実行パス」は次のようになります。

$ cc -o abc abc.c -R/opt/ABC/lib -L/opt/ABC/lib -lA

$ elfdump -d abc | egrep 'NEEDED|RUNPATH'

     [0]  NEEDED           0x1b5                libA.so.1

     ....

     [4]  RUNPATH          0x1bf                /opt/ABC/lib

libA.so.1 の依存関係でも同様に、実行パスは次のようになります。

$ cc -o libA.so.1 -G -Kpic A.c -R/opt/ABC/lib -L/opt/ABC/lib -lB

$ elfdump -d libA.so.1 | egrep 'NEEDED|RUNPATH'

     [0]  NEEDED            0x96                libB.so.1

     [4]  RUNPATH           0xa0                /opt/ABC/lib
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この依存関係の表現は、製品が推奨されているデフォルト以外のディレクトリにインストールさ
れるまで正常に作動します。

動的トークン $ORIGIN は、オブジェクトが存在するディレクトリに展開されます。このトークンは、
フィルタ、「実行パス」、または依存関係の定義に利用できます。この機構を使用すると、バンドル
されていないアプリケーションを再定義して、$ORIGIN との相対位置で依存対象の位置を示す
ことができます。

$ cc -o abc abc.c '-R$ORIGIN/../lib' -L/opt/ABC/lib -lA

$ elfdump -d abc | egrep 'NEEDED|RUNPATH'

     [0]  NEEDED           0x1b5                libA.so.1

     ....

     [4]  RUNPATH          0x1bf                $ORIGIN/../lib

$ORIGIN との関係で libA.so.1 の依存関係を定義することもできます。

$ cc -o libA.so.1 -G -Kpic A.c '-R$ORIGIN' -L/opt/ABC/lib -lB

$ elfdump -d lib/libA.so.1 | egrep 'NEEDED|RUNPATH'

     [0]  NEEDED            0x96                libB.so.1

     [4]  RUNPATH           0xa0                $ORIGIN

次に、この製品が /usr/local/ABC 内にインストールされ、またユーザーの PATH に /usr/
local/ABC/bin が追加された場合、アプリケーション abc を呼び出すと、次のようにパス名検索
でその依存関係を検索することになります。

$ ldd -s abc

....

  find object=libA.so.1; required by abc

    search path=$ORIGIN/../lib  (RUNPATH/RPATH from file abc)

      trying path=/usr/local/ABC/lib/libA.so.1

        libA.so.1 =>     /usr/local/ABC/lib/libA.so.1

  find object=libB.so.1; required by /usr/local/ABC/lib/libA.so.1

    search path=$ORIGIN  (RUNPATH/RPATH from file /usr/local/ABC/lib/libA.so.1)

      trying path=/usr/local/ABC/lib/libB.so.1

        libB.so.1 =>     /usr/local/ABC/lib/libB.so.1

注記 - $ORIGIN トークンを含むオブジェクトは、シンボリックリンクを使用すると参照できます。
この場合、オブジェクトの真の起点を判断するために、シンボリックリンクは完全に解決されま
す。

バンドルされていない製品間の依存関係
依存関係の場所に関するもう 1 つの問題は、バンドルされていない製品同士の依存関係を表
現するモデルを、どのようにして確立するかです。



関連する依存関係の配置

286 Oracle Solaris 11.2 リンカーとライブラリガイド • 2014 年 7 月

たとえば、バンドルされていない製品 XYZ は製品 ABC に対して依存関係を持つ場合がありま
す。この依存関係を確立するには、ホストパッケージインストールスクリプトを使用します。このス
クリプトは ABC 製品のインストール位置へのシンボリックリンクを生成します (次の図を参照)。

図   10-2 バンドルされていない製品の「相互依存関係」

XYZ 製品のバイナリおよび共有オブジェクトは、シンボリックリンクを使用して、ABC 製品との依
存関係を表現できます。このリンクはその時点で、安定した参照点になります。アプリケーション
xyz の場合、この「実行パス」は次のようになります。

$ cc -o xyz xyz.c '-R$ORIGIN/../lib:$ORIGIN/../ABC/lib' \

    -L/opt/ABC/lib -lX -lA

$ elfdump -d xyz | egrep 'NEEDED|RUNPATH'

     [0]  NEEDED           0x1b5               libX.so.1

     [1]  NEEDED           0x1bf               libA.so.1

     ....

     [2]  NEEDED           0x18f               libc.so.1

     [5]  RUNPATH          0x1c9               $ORIGIN/../lib:$ORIGIN/../ABC/lib

libX.so.1 の依存関係でも同様に、この実行パスは次のようになります。

$ cc -o libX.so.1 -G -Kpic X.c '-R$ORIGIN:$ORIGIN/../ABC/lib' \

    -L/opt/ABC/lib -lY -lC

$ elfdump -d libX.so.1 | egrep 'NEEDED|RUNPATH'

     [0]  NEEDED           0x96                libY.so.1

     [1]  NEEDED           0xa0                libC.so.1

     [5]  RUNPATH          0xaa                $ORIGIN:$ORIGIN/../ABC/lib

次にこの製品が /usr/local/XYZ 内にインストールされた場合、インストール後のスクリプトに
よってシンボリックリンクを確立する必要があります。



関連する依存関係の配置

第 10 章 動的ストリングトークンによる依存関係の確立 287

$ ln -s ../ABC /usr/local/XYZ/ABC

ユーザーの PATH に /usr/local/XYZ/bin が追加されると、アプリケーション xyz の呼び出しに
よって、次のようにパス名検索でその依存関係が検索されます。

$ ldd -s xyz

....

  find object=libX.so.1; required by xyz

    search path=$ORIGIN/../lib:$ORIGIN/../ABC/lib  (RUNPATH/RPATH from file xyz)

      trying path=/usr/local/XYZ/lib/libX.so.1

        libX.so.1 =>     /usr/local/XYZ/lib/libX.so.1

  find object=libA.so.1; required by xyz

    search path=$ORIGIN/../lib:$ORIGIN/../ABC/lib  (RUNPATH/RPATH from file xyz)

      trying path=/usr/local/XYZ/lib/libA.so.1

      trying path=/usr/local/ABC/lib/libA.so.1

        libA.so.1 =>     /usr/local/ABC/lib/libA.so.1

  find object=libY.so.1; required by /usr/local/XYZ/lib/libX.so.1

    search path=$ORIGIN:$ORIGIN/../ABC/lib \

               (RUNPATH/RPATH from file /usr/local/XYZ/lib/libX.so.1)

      trying path=/usr/local/XYZ/lib/libY.so.1

        libY.so.1 =>     /usr/local/XYZ/lib/libY.so.1

  find object=libC.so.1; required by /usr/local/XYZ/lib/libX.so.1

    search path=$ORIGIN:$ORIGIN/../ABC/lib \

               (RUNPATH/RPATH from file /usr/local/XYZ/lib/libX.so.1)

      trying path=/usr/local/XYZ/lib/libC.so.1

      trying path=/usr/local/ABC/lib/libC.so.1

        libC.so.1 =>     /usr/local/ABC/lib/libC.so.1

  find object=libB.so.1; required by /usr/local/ABC/lib/libA.so.1

    search path=$ORIGIN  (RUNPATH/RPATH from file /usr/local/ABC/lib/libA.so.1)

      trying path=/usr/local/ABC/lib/libB.so.1

        libB.so.1 =>     /usr/local/ABC/lib/libB.so.1

注記 - オブジェクトの起点は、実行時に RTLD_DI_ORIGIN フラグが付いた dlinfo(3C) を使
用すると取得できます。この起点のパスを使用すると、関連製品の階層から追加ファイルにア
クセスできます。

セキュリティー

セキュアなプロセスでは、$ORIGIN 文字列の拡張は、それがトラストディレクトリに拡張されると
きにかぎり許可されます。ほかの相対パス名は、セキュリティーリスクを伴います。

$ORIGIN/../lib のようなパスは一定の場所 (実行可能プログラムの場所で特定される) を指
しているように見えますが、それは正しくありません。同じファイルシステム内の書き込み可能な

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlinfo-3c
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ディレクトリにより、$ORIGIN を使用するセキュアなプログラムが不当に利用される可能性があ
ります。

次の例は、$ORIGIN がセキュリティー保護されたプロセス内で任意に拡張された場合、セキュリ
ティー侵入が生じる可能性があることを示しています。

$ cd /worldwritable/dir/in/same/fs

$ mkdir bin lib

$ ln $ORIGIN/bin/program bin/program

$ cp ~/crooked-libc.so.1 lib/libc.so.1

$ bin/program

.... using crooked-libc.so.1

ユーティリティー crle(1) を使用すれば、セキュリティー保護されたアプリケーションによる
$ORIGIN の使用を可能にするトラストディレクトリを指定できます。この方法を使用する場合に
は、管理者は、ターゲットディレクトリを悪意のある侵入から適切に保護する必要があります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1crle-1
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拡張性メカニズム

リンカーおよび実行時リンカーは、リンカーおよび実行時リンカーの処理をモニタリングおよび変
更できるインタフェースを提供しています。これらのインタフェースでは、通常、前の章で説明
したよりもさらに詳しくリンク編集の概念を理解する必要があります。この章では、次のインタ
フェースについて説明します。

■ ld-サポート – 289 ページの「リンカーのサポートインタフェース」
■ 「rtld-監査」 – Runtime Linker Auditing Interface297 ページの「実行時リンカーの監査

インタフェース」
■ 「rtld-デバッガ」 – Runtime Linker Debugger Interface313 ページの「実行時リンカーのデ

バッガインタフェース」

リンカーのサポートインタフェース
リンカーは、ファイルのオープンやこれらのファイルからのセクションの連結を含む多数の操作
を実行します。これらの操作のモニタリング、および場合によっては変更は、コンパイルシステム
のコンポーネントにとって有益なことがよくあります。

このセクションでは、「ld-サポート」インタフェースについて説明します。このインタフェースは、入
力ファイル検査用、およびリンク編集を構成するファイルの入力ファイルデータ変更用にもある
程度サポートされています。このインタフェースを使用する 2 つのアプリケーションは、リンカーお
よび make(1S) ユーティリティーです。リンカーは、このインタフェースを使用して再配置可能オ
ブジェクト内のデバッグ情報を処理します。make ユーティリティーは、このインタフェースを使用
して状態情報を保存します。

「ld-サポート」インタフェースは、1 つまたは複数のサポートインタフェースルーチンを提供するサ
ポートライブラリから構成されています。このライブラリはリンク編集プロセスの一部として読み
込まれます。ライブラリで検出されたサポートルーチンはすべてリンク編集の各段階で呼び出さ
れます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1make-1s
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このインタフェースを使用するには、elf(3ELF) 構造とファイル形式に精通している必要があ
ります。

サポートインタフェースの呼び出し

リンカーは、SGS_SUPPORT 環境変数またはリンカーの -S オプションのどちらかによって提供され
る 1 つまたは複数のサポートライブラリを受け入れます。環境変数は、コロンで区切られたサ
ポートライブラリのリストから構成されています。

$ SGS_SUPPORT=support.so.1:support.so.2  cc ....

-S オプションは、単一のサポートライブラリを指定します。複数の -S オプションを指定できます。

$ LD_OPTIONS="-Ssupport.so.1 -Ssupport.so.2"  cc ....

サポートライブラリは、共有オブジェクトの 1 つです。リンカーは、dlopen(3C) を使用して、各
サポートライブラリを指定された順序で開きます。環境変数と -S オプションの両方がある場合
は、環境変数によって指定されたサポートライブラリが最初に処理されます。次に、各サポートラ
イブラリ内で、dlsym(3C) を使用してサポートインタフェースルーチンの検索が実行されます。
これらのサポートルーチンは、リンク編集の各段階で呼び出されます。

サポートライブラリは、32 ビットまたは 64 ビットのいずれの場合でも、呼び出されるリンカー
の ELF クラスと一致している必要があります。詳細は、290 ページの「32 ビットおよび 64
ビット環境」を参照してください。

注記 - デフォルトで、Solaris OS サポートライブラリ libldstab.so.1 は、入力再配置可能オ
ブジェクト内で提供される、コンパイラによって生成されたデバッグ情報を処理し圧縮するため
に、リンカーで使用されます。-S オプションでサポートライブラリを指定してリンカーを呼び出した
場合、このデフォルト処理は抑制されます。サポートライブラリサービス以外に、libldstab.so.1
のデフォルト処理が必要になる場合があります。この場合、リンカーに与えられるサポートライブ
ラリのリストに、libldstab.so.1 を明示的に追加します。

32 ビットおよび 64 ビット環境

21 ページの「32 ビットおよび 64 ビット環境」で説明しているように、64 ビットリンカー ld(1)
は 32 ビットのオブジェクトを生成できます。また、32 ビットリンカーは 64 ビットのオブジェクト
を生成できます。これらのオブジェクトはそれぞれ、定義されているサポートインタフェースに関
連付けられています。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Delf-3elf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld-1
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64 ビットオブジェクトのサポートインタフェースは 32 ビットオブジェクトのインタフェー
スと似ていますが、末尾に「64」という接尾辞が付きます。たとえば、ld_start() および
ld_start64() のようになります。この規則により、サポートインタフェースの両方の実装状態を、
単一の共有オブジェクトの 32 ビットと 64 ビットの各クラスに常駐させることができます。

SGS_SUPPORT 環境変数は、接尾辞 _32 または _64 を使用して指定でき、また、リンカーオプショ
ン -z ld32 および -z ld64 を使用して -S オプション要件を定義できます。これらの各定義は、
対応する 32 ビットまたは 64 ビットのリンカーによってのみ解釈されます。このため、リンカーの
種類が不明な場合に、両方の種類のサポートライブラリを指定できます。

サポートインタフェース関数
「ld-サポート」インタフェースはすべて、ヘッダーファイル link.h に定義されています。インタ
フェース引数はすべて、基本的な C タイプまたは ELF タイプです。 ELF データタイプは、ELF
アクセスライブラリ libelf を使用して確認できます。libelf の詳細は、elf(3ELF) のマニュ
アルページを参照してください。次のインタフェース関数が「ld-サポート」インタフェースにより提供
されます。各インタフェース関数は、使用順序に従って記載されています。

ld_version()

この関数は、リンカーとサポートライブラリとの間の初期ハンドシェークを提供します。

uint_t ld_version(uint_t version);

リンカーは、リンカーがサポート可能な最新バージョンの「ld-サポート」インタフェースを使用し
て、このインタフェースを呼び出します。サポートライブラリは、このバージョンが使用するの
に十分かどうかを確認できます。次に、サポートライブラリは、サポートライブラリが使用する
予定のバージョンを返すことができます。通常、このバージョンは LD_SUP_VCURRENT です。
サポートライブラリがこのインタフェースを提供しない場合、初期サポートレベルは
LD_SUP_VERSION1 と見なされます。
サポートライブラリがバージョン LD_SUP_VNONE を戻す場合、リンカーは暗黙のうちにサポー
トライブラリの読み込みを解除して、このライブラリを使用しないで処理を進めます。戻され
たバージョンが、リンカーがサポートする ld-サポートインタフェースより大きいと、致命的エラー
が発生し、リンカーは実行を終了します。それ以外の場合、指定された「ld-サポート」インタ
フェースバージョンのサポートライブラリを使用して、実行は継続します。

ld_start()

この関数は、リンカーコマンド行の初期妥当性検証のあとに呼び出されます。この関数は、
入力ファイル処理の開始を示します。

void ld_start(const char *name, const Elf32_Half type,
    const char *caller);

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Delf-3elf
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void ld_start64(const char *name, const Elf64_Half type,
    const char *caller);

name は、作成される出力ファイル名を示します。type は出力ファイルタイプであ
り、ET_DYN、ET_REL、ET_EXEC のいずれかで、これは sys/elf.h に定義されていま
す。caller はインタフェースを呼び出すアプリケーションを示し、これは通常、/usr/bin/ld
または /usr/ccs/bin/ld です。

ld_open()

この関数は、リンク編集への各入力ファイルに対して呼び出されます。バージョン
LD_SUP_VERSION3 で追加されたこの関数は、ld_file() 関数よりも高い柔軟性を備えて
います。サポートライブラリはこの関数を使用することで、ファイル記述子、ELF 記述子、お
よびそれらに関連付けられたファイル名を置き換えることができます。この関数は次のシナ
リオで使用できます。
■ 既存の ELF ファイルへの新しいセクションの追加。この場合、元の ELF 記述

子を、ELF ファイルの更新を可能とする記述子で置き換えるようにしてくださ
い。elf_begin(3ELF) の ELF_C_RDWR 引数を参照してください。

■ 入力ファイルの全体を別のファイルで置き換え可能。この場合、元のファイル記述子と
ELF 記述子を、新しいファイルに関連付けられた記述子で置き換えるようにしてくださ
い。

どちらのシナリオの場合も、パス名とファイル名を別の名前で置き換えることができ、そうし
た場合、それは入力ファイルが変更されたことを示します。

void ld_open(const char **pname, const char **fname, int *fd,
    int flags, Elf **elf, Elf *ref, size_t off, Elf_Kind kind);

void ld_open64(const char **pname, const char **fname, int *fd,
    int flags, Elf **elf, Elf *ref, size_t off, Elf_Kind kind);

pname は、処理されようとしている入力ファイルのパス名です。fname は、処理されようとし
ている入力ファイルのファイル名です。fname は通常、pname のベース名になります。pname
と fname はどちらも、サポートライブラリから変更できます。
fd は、入力ファイルのファイル記述子です。サポートライブラリからこの記述子を閉じ、新し
いファイル記述子をリンカーに返せます。値が -1 のファイル記述子を返せば、そのファイル
を無視すべきであることを示せます。

注記 - ld_open() に渡された fd には、リンカーがld_open() でファイル記述子を閉じることがで
きないと、値 -1 が設定されます。この状況が発生するもっとも一般的な理由は、アーカイブメ
ンバーの処理の場合です。値 -1 が ld_open() に渡されると、記述子を閉じることができなくな
り、代替の記述子がサポートライブラリから返されなくなります。

flags フィールドは、リンカーによるファイルの取得方法を示します。このフィールドには、次
の定義の 1 つまたは複数を指定できます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Delf-begin-3elf


リンカーのサポートインタフェース

第 11 章 拡張性メカニズム 293

■ LD_SUP_DERIVED – ファイル名がコマンド行に明示的に指定されませんでした。ファイル
は、-l を展開して派生されました。あるいは、ファイルは、抽出されたアーカイブメンバー
です。

■ LD_SUP_EXTRACTED – ファイルはアーカイブから抽出されました。
■ LD_SUP_INHERITED – ファイルはコマンド行の共有オブジェクトの依存関係として取得

されました。

flags 値が指定されていない場合は、入力ファイルがコマンド行に明示的に指定されまし
た。
elf は、入力ファイルの ELF 記述子です。サポートライブラリからこの記述子を閉じ、新し
い ELF 記述子をリンカーに返せます。値が 0 の ELF 記述子を返すことができ、そのファ
イルを無視すべきであることを示せます。elf 記述子がアーカイブライブラリのメンバーに関
連付けられている場合、ref 記述子はその背後のアーカイブファイルの ELF 記述子になり
ます。off は、アーカイブファイル内のアーカイブメンバーのオフセットを表します。
kind は入力ファイルのタイプを示し、libelf.h に定義されているように ELF_K_AR または
ELF_K_ELF のいずれかになります。

ld_file()

この関数は、リンク編集への各入力ファイルに対して呼び出されます。この関数は、ファイ
ルデータの処理が実行される前に呼び出されます。

void ld_file(const char *name, const Elf_Kind kind, int flags,
    Elf *elf);

void ld_file64(const char *name, const Elf_Kind kind, int flags,
    Elf *elf);

name は処理される入力ファイルを示します。kind は入力ファイルのタイプを示
し、libelf.h に定義されているように ELF_K_AR または ELF_K_ELF のいずれかになりま
す。flags フィールドは、リンカーによるファイルの取得方法を示します。このフィールドに
は、ld_open() の flags フィールドと同じ定義を含めることができます。
■ LD_SUP_DERIVED – ファイル名がコマンド行に明示的に指定されませんでした。ファイル

は、-l を展開して派生されました。あるいは、ファイルは、抽出されたアーカイブメンバー
です。

■ LD_SUP_EXTRACTED – ファイルはアーカイブから抽出されました。
■ LD_SUP_INHERITED – ファイルはコマンド行の共有オブジェクトの依存関係として取得

されました。

flags 値が指定されていない場合は、入力ファイルがコマンド行に明示的に指定されまし
た。
elf は、入力ファイルの ELF 記述子です。
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section()

この関数は、入力ファイルの各セクションに対して呼び出されます。この関数は、リンカー
がそのセクションを出力ファイルに送信することを決定する前に呼び出されます。これは、
バージョン LD_SUP_VERSION2 で追加された関数です。これは、出力ファイルに寄与するセ
クションに対してのみ呼び出される、ld_section() 処理とは異なります。

void ld_input_section(const char *name, Elf32_Shdr **shdr,
    Elf32_Word sndx, Elf_Data *data, Elf *elf, unit_t flags);

void ld_input_section64(const char *name, Elf64_Shdr **shdr,
    Elf64_Word sndx, Elf_Data *data, Elf *elf, uint_t flags);

name は、入力セクション名を示します。shdr は、関連のセクションヘッダーへのポインタを
示します。sndx は、入力ファイル内のセクションインデックスです。data は、関連データバッ
ファーへのポインタを示します。elf は、ファイル ELF 記述子へのポインタです。flags は、
将来の使用のために予約されています。
セクションヘッダーの再割り当ておよび *shdr への代入によるセクションヘッダーの変更は
許されています。リンカーは、ld_input_section() から戻った後で、*shdr が指し示すセク
ションヘッダー情報を使用して、セクションを処理します。
データを再割り当てし、Elf_Data バッファーの d_buf ポインタに代入してデータを変更でき
ます。データを変更する場合、Elf_Data バッファーの d_size 要素を正しく設定しなければ
なりません。出力イメージの一部になる入力セクションでは、d_size 要素をゼロに設定する
と、出力イメージからデータが実際に削除されます。
この関数は、圧縮セクションが解凍される前に呼び出され、データを検査したりデータを置
き換えるタスクが複雑になります。このため、セクションデータの検査および予想される置き
換えは、サポートライブラリから ld_section() に任せることをお勧めします。
flags フィールドは、初期値にゼロが設定される uint_t データフィールドを指します。フラグ
は、将来のアップデートでリンカーやサポートライブラリが割り当てできるように提供はされ
ていますが、現在のところは割り当てられていません。

ld_section()

この関数は、出力ファイルに送信される入力ファイルのセクションごとに呼び出されます。
この関数は、セクションデータの処理が実行される前に呼び出されます。ただし、圧縮デー
タを含むセクションはこの関数が呼び出される前に解凍されます。
void ld_section(const char *name, Elf32_Shdr *shdr,
    Elf32_Word sndx, Elf_Data *data, Elf *elf);

void ld_section64(const char *name, Elf64_Shdr *shdr,
    Elf64_Word sndx, Elf_Data *data, Elf *elf);

name は、入力セクション名を示します。shdr は、関連のセクションヘッダーへのポインタを
示します。sndx は、入力ファイル内のセクションインデックスです。data は、関連データバッ
ファーへのポインタを示します。elf は、ファイル ELF 記述子へのポインタです。
データを再割り当てし、Elf_Data バッファーの d_buf ポインタに代入してデータを変更でき
ます。データを変更する場合、Elf_Data バッファーの d_size 要素を正しく設定しなければ
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なりません。出力イメージの一部になる入力セクションでは、d_size 要素をゼロに設定する
と、出力イメージからデータが実際に削除されます。

注記 - 出力ファイルから取り除かれるセクションは、ld_section() に報告されませ
ん。セクションは、リンカーの -z strip-class オプションを使って取り除かれます。
セクションは、SHT_SUNW_COMDAT 処理や SHF_EXCLUDE の識別によって破棄されま
す。370 ページの「COMDAT セクション」と表12-8「ELF セクションの属性フラグ」 を参照
してください。

ld_input_done()

この関数は、入力ファイルの処理が完了すると呼び出されます。これは、LD_SUP_VERSION2
で追加された関数です。
この時点で、すべての入力セクションが出力ファイルイメージに割り当てられています。ま
た、このイメージの作成と更新に必要な情報が、初期イメージへの適用に備えて収集され
ています。以前のサポートルーチンから記録されたデータを、ld_input_done() で変更しよ
うと試みる場合は必ず、十分な注意を払ってください。セクションの識別または関係を変更
した場合、その変更はすべて失われるか、出力ファイルイメージの作成を損なう可能性が
あります。再配置が不要、または既存の再配置に影響しないセクションデータの追加など
の軽微な更新は適用できます。

void ld_input_done(uint_t *flags);

flags フィールドは、初期値にゼロが設定される uint_t データフィールドを指します。フラグ
は、将来のアップデートでリンカーやサポートライブラリが割り当てできるように提供はされ
ていますが、現在のところは割り当てられていません。

ld_atexit()

この関数は、リンク編集の完了時に呼び出されます。

void ld_atexit(int status);

void ld_atexit64(int status);

status は、リンカーによって返される exit(2) コードであり、stdlib.h に定義されているよ
うに、EXIT_FAILURE または EXIT_SUCCESS のいずれかになります。

サポートインタフェースの例
次の例では、32 ビットリンク編集の一部として処理される再配置可能オブジェクトファイルの
セクション名を出力するサポートライブラリを作成します。

$ cat support.c

#include    <link.h>

#include    <stdio.h>

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2exit-2
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static int indent = 0;

void

ld_start(const char *name, const Elf32_Half type, const char *caller)

{

        (void) printf("output image: %s\n", name);

}

void

ld_file(const char *name, const Elf_Kind kind, int flags, Elf *elf)

{

        if (flags & LD_SUP_EXTRACTED)

                indent = 4;

        else

                indent = 2;

        (void) printf("%*sfile: %s\n", indent, "", name);

}

void

ld_section(const char *name, Elf32_Shdr *shdr, Elf32_Word sndx,

    Elf_Data *data, Elf *elf)

{

        Elf32_Ehdr *ehdr = elf32_getehdr(elf);

        if (ehdr->e_type == ET_REL)

                (void) printf("%*s   section [%ld]: %s\n", indent,

                    "", (long)sndx, name);

}

このサポートライブラリは、libelf に依存して、入力ファイルタイプを判定するために使用され
る ELF アクセス関数 elf32_getehdr(3ELF) を提供します。このサポートライブラリを構築
するには次のようにします。

$ cc -o support.so.1 -G -K pic support.c -lelf -lc

次の例は、再配置可能オブジェクトおよびローカル範囲アーカイブライブラリによる簡易アプリ
ケーションの構築の結果生じたセクション診断を示しています。-S オプションを使用すると、デ
フォルトデバッグ情報処理だけでなく、サポートライブラリの呼び出しも行われます。

$ LD_OPTIONS=-S./support.so.1 cc -o prog main.c -L. -lfoo

output image: prog

  file: /opt/COMPILER/crti.o

    section [1]: .shstrtab

    section [2]: .text

    ....

  file: /opt/COMPILER/crt1.o

    section [1]: .shstrtab

    section [2]: .text

    ....

  file: /opt/COMPILER/values-xt.o

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Delf32-getehdr-3elf
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    section [1]: .shstrtab

    section [2]: .text

    ....

  file: main.o

    section [1]: .shstrtab

    section [2]: .text

    ....

  file: ./libfoo.a

    file: ./libfoo.a(foo.o)

      section [1]: .shstrtab

      section [2]: .text

      ....

  file: /lib/libc.so

  file: /opt/COMPILER/crtn.o

    section [1]: .shstrtab

    section [2]: .text

    ....

注記 - この例で表示されるセクションの数は、出力を簡素化するために減らされています。ま
た、コンパイラドライバによって取り込まれるファイルも異なる場合があります。

実行時リンカーの監査インタフェース

rtld-監査インタフェースを使用すると、プロセスの実行時リンクに関する情報にアクセスできま
す。「rtld-監査」インタフェースは、1 つまたは複数の監査インタフェースルーチンを提供する監査
ライブラリとして実装されます。このライブラリがプロセスの一部として読み込まれている場合
は、プロセス実行の各段階で、実行時リンカーによって監査ルーチンが呼び出されます。監査ラ
イブラリはこれらのインタフェースを使って、次の情報にアクセスできます。

■ 依存関係の検索。検索パスは監査ライブラリによって置き換えることができます。
■ 読み込まれているオブジェクトに関する情報。
■ 読み込まれているこれらのオブジェクト間で発生するシンボル結合。これらの結合は、監査

ライブラリによって変更できます。
■ プロシージャーのリンクテーブルエントリによって提供される遅延結合メカニズム。関数呼び

出しとその戻り値を監査できます。450 ページの「プロシージャーのリンクテーブル (プロ
セッサ固有)」を参照してください。関数の引数とその戻り値は、監査ライブラリによって変
更できます。

この情報のいくつかは、特殊な共有オブジェクトを事前に読み込むことによって取得できます。
しかし、事前に読み込まれたオブジェクトは、アプリケーションのオブジェクトと同じ名前空間内
に存在します。このため、通常、事前に読み込まれた共有オブジェクトの実装は制限されるか、
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複雑になります。rtld-監査インタフェースは、ユーザーに監査ライブラリを実行するための固有の名
前空間を提供します。この名前空間により、監査ライブラリがアプリケーション内で発生する通
常の結合を妨害することはなくなります。

rtld-監査インタフェースの使用例として、212 ページの「共有オブジェクトのプロファイリング」で
説明した共有オブジェクトの実行時プロファイリングがあります。

名前空間の確立

実行時リンカーは、動的実行可能なプログラムをその依存関係と結合すると、リンクマップのリン
クリストを生成して、アプリケーションを記述します。リンクマップ構造は、アプリケーション内の各
オブジェクトを記述します。リンクマップ構造は、/usr/include/sys/link.h に定義されていま
す。アプリケーションのオブジェクトの結合に必要なシンボル検索メカニズムは、このリンクマッ
プリスト全体を検索します。このリンクマップリストは、アプリケーションシンボル解決用の名前空
間を提供します。

実行時リンカーも、リンクマップによって記述されます。このリンクマップは、アプリケーションオブ
ジェクトのリストとは異なるリストで管理されます。この結果、実行時リンカーは固有の名前空
間に存在するため、アプリケーションは実行時リンカー内のサービスを参照したり、直接アクセス
したりできません。したがって、アプリケーションは libc.so.1 または libdl.so.1 が提供する
フィルタを介してのみ実行時リンカーにアクセスできます。

アプリケーションと実行時リンカーのリンクマップリストを定義するために、2 つの識別子が /
usr/include/link.h に定義されています。

#define LM_ID_BASE      0     /* application link-map list */

#define LM_ID_LDSO      1     /* runtime linker link-map list */

実行時リンカーを使用すると、これら 2 つの標準リンクマップリストに加えて、任意の数の追加
リンクマップリストを作成できます。これらの追加リンクマップリストでは、それぞれに固有の名
前空間が提供されます。rtld 監査インタフェースは、監査ライブラリを保持するために独自のリン
クマップリストを使用します。このため、監査ライブラリは、アプリケーションのシンボル結合要件
から分離されます。すべての「rtld-監査」サポートライブラリには、固有の新しいリンクマップ識別
子が割り当てられています。

監査ライブラリでは、dlmopen(3C) を使用するとアプリケーションのリンクマップリストを検査
できます。RTLD_NOLOAD フラグを指定して dlmopen() を使用すると、監査ライブラリはオブジェ
クトを読み込まずにそのオブジェクトの有無を問い合わせることができます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlmopen-3c
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監査ライブラリの作成

監査ライブラリはほかの共有オブジェクトと同様に構築されます。ただし、プロセス内の監査ラ
イブラリに固有の名前空間には、いくつかの注意が必要です。

■ ライブラリは、すべての依存関係の要件を提供しなければならない。
■ ライブラリは、プロセス内のインタフェースに複数のインスタンスを提供しないシステムイン

タフェースを使用できない。

監査ライブラリが外部インタフェースを参照している場合、監査ライブラリではインタ
フェースを定義する依存関係を定義する必要があります。たとえば、監査ライブラリが
printf(3C) を呼び出す場合、監査ライブラリは libc への依存関係を定義する必要があり
ます。46 ページの「共有オブジェクト出力ファイルの生成」を参照監査ライブラリには、固有の
名前空間があるため、監査中のアプリケーションに存在する libc によってシンボル参照を満た
すことはできません。監査ライブラリに libc への依存関係がある場合は、2 つのバージョンの
libc.so.1 がプロセスに読み込まれます。1 つはアプリケーションのリンクマップリストの結合要
件を満たし、もう 1 つは監査リンクマップリストの結合要件を満たします。

すべての依存関係が記録された状態で監査ライブラリが構築されるようにするには、リンカー
の -z defs オプションを使用します。

システムインタフェースの中には、自らがプロセス内部の実装の唯一のインスタンスであると想
定しているものがあります。このような実装の例として、シグナルおよび malloc(3C) がありま
す。このようなインタフェースを使用すると、アプリケーションの動作が不正に変更されるおそれ
があるため、監査ライブラリでは、このようなインタフェースの使用を避ける必要があります。

注記 - 監査ライブラリは、mapmalloc(3MALLOC) を使用してメモリー割り当てを行うことが
できます。これは、アプリケーションによって通常使用される割り当てスキームとこの割り当てが
共存可能なためです。

監査インタフェースの呼び出し

「rtld-監査」インタフェースは、次のいずれかの方法によって有効になります。それぞれの方法
は、監視対象のオブジェクトの範囲を意味します。

■ ローカル監査は、オブジェクトの作成時に 1 つまたは複数の監査プログラムを定義すること
で有効になります。300 ページの「ローカル監査の記録」を参照してください。この方法で

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Aprintf-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Amalloc-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Amapmalloc-3malloc
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実行時に使用可能になる監査ライブラリには、ローカル監査を要求した動的オブジェクトに
関する情報が提供されます。

■ 大域監査は、環境変数 LD_AUDIT を使用して 1 つまたは複数の監査プログラムを定
義することで有効になります。また、ローカル監査定義と -z globalaudit オプションを
組み合わせることによっても、アプリケーションの大域監査を有効にすることができま
す。301 ページの「大域監査の記録」を参照してください。これらの方法により実行時に
使用可能になる監査ライブラリには、アプリケーションが使用するすべての動的オブジェク
トに関する情報が提供されます。

監査プログラムを定義する両方のメソッドでは、dlmopen(3C) によってロードされる、コロン区
切りの共有オブジェクトリストから構成される文字列を使用します。各オブジェクトは、各自の
監査リンクマップリストに読み込まれます。また、各オブジェクトは、dlsym(3C) によって、監査
ルーチンがないか検索されます。検出された監査ルーチンは、アプリケーション実行中に各段階
で呼び出されます。

安全なアプリケーションは、トラストディレクトリからだけ監査ライブラリを取得できます。デフォ
ルトでは、32 ビットオブジェクトの実行時リンカーが認識できるトラストディレクトリは、/lib/
secure と /usr/lib/secure だけです。64 ビットオブジェクトの場合、トラストディレクトリは /
lib/secure/64 と /usr/lib/secure/64 です。

注記 - 環境変数 LD_NOAUDIT をヌル以外の値に設定すると、実行時に監査を無効にすることが
できます。

ローカル監査の記録
ローカル監査要求は、オブジェクトがリンカーオプション -p または -P を使用して作成された場
合に確立できます。たとえば、監査ライブラリ audit.so.1 を使用して libfoo.so.1 を監査する
には、リンク編集時に -p オプションを使用して、この要求を記録します。

$ cc -G -o libfoo.so.1 -Wl,-paudit.so.1 -K pic foo.c

$ elfdump -d libfoo.so.1 | grep AUDIT

     [2]  AUDIT             0x96                audit.so.1

実行時には、この監査識別子があることにより監査ライブラリが読み込まれます。次に、識別す
るオブジェクトに関する情報がその監査ライブラリに渡されます。

このメカニズムだけでは、識別するオブジェクトの検索などの情報は監査ライブラリが読み込
まれる前に発生します。できるだけ多くの監査情報を提供するため、ローカル監査を要求するオ

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlmopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
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ブジェクトの存在は、そのオブジェクトのユーザーに広く知らされます。たとえば、libfoo.so.1
に依存するアプリケーションを作成すると、そのアプリケーションは、その依存関係の監査が必
要であることを示すよう認識されます。

$ cc -o main main.c libfoo.so.1

$ elfdump -d main | grep AUDIT

     [4]  DEPAUDIT          0x1be               audit.so.1

このメカニズムで監査が有効になると、アプリケーションのすべての明示的な依存関係に関す
る情報が監査ライブラリに渡されます。この依存関係の監査は、リンカーの -P オプションを使
用することにより、オブジェクトの作成時に直接記録することもできます。

$ cc -o main main.c -Wl,-Paudit.so.1

$ elfdump -d main | grep AUDIT

     [3]  DEPAUDIT          0x1b2               audit.so.1

大域監査の記録
大域監査の要件は、環境変数 LD_AUDIT を設定することによって確立できます。たとえば、この
環境変数を使用すると、アプリケーションの main とそのアプリケーションのすべての依存関係
を、監査ライブラリ audit.so.1 を使って監査できます。

$ LD_AUDIT=audit.so.1 main

また、-z globalaudit オプションを指定することで、アプリケーション内のローカル監査を記録
することによる大域監査を実現できます。たとえば、大域監査が有効になるようにアプリケーショ
ン main を構築するには、リンカーの -P オプションと -z globalaudit オプションを使用します。

$ cc -o main main.c -Wl,-Paudit.so.1 -z globalaudit

$ elfdump -d main | grep AUDIT

     [3]  DEPAUDIT          0x1b2               audit.so.1

    [26]  FLAGS_1       0x1000000              [ GLOBAL-AUDITING ]

監査がこれらのメカニズムのどちらで有効化された場合も、アプリケーションのすべての動的オ
ブジェクトに関する情報が監査ライブラリに渡されます。

監査インタフェースの対話
監査ルーチンには 1 つまたは複数の cookie が設定されます。cookie とは、個々の動的オブ
ジェクトを記述するデータ項目です。最初の cookie が la_objopen() ルーチンに設定される
のは、動的オブジェクトが最初に読み込まれたときです。この cookie は、読み込まれた動的
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オブジェクトの関連した Link_map に対するポインタです。しかし、la_objopen() ルーチンは
自由に別の cookie を割り当てたり、実行時リンカーに返したりできます。このメカニズムによ
り、監査プログラムは各動的オブジェクトとともに独自のデータを保持し、後続のすべての監査
ルーチン呼び出しでこのデータを受け取れます。

「rtld-監査」インタフェースを使用すると、複数の監査ライブラリを指定することができます。この
場合、ある監査プログラムからの戻り情報は次の監査プログラムの同じ監査ルーチンに渡され
ます。同様に、ある監査プログラムが作成した cookie は、次の監査プログラムに渡されます。
ほかの監査ライブラリとの共存が想定される監査ライブラリを設計する際には注意が必要で
す。安全に実行するために、実行時リンカーによって通常返される結合または cookie を変更し
ないでください。これらのデータを変更すると、後に続く監査ライブラリで予期しない結果が生じ
る場合があります。変更する場合、結合または cookie の情報を変更しても監査プログラムが
安全に連携できるように、監査プログラムを設計する必要があります。

監査インタフェースの関数
次のルーチンが rtld-監査インタフェースによって提供されます。これらのルーチンは予想される使
用順序に従って記載されています。

注記 - アーキテクチャーあるいはオブジェクトクラス固有のインタフェースの参照では、説
明を簡潔にするため、省略して一般名を使用します。たとえば、la_symbind32() および
la_symbind64() は la_symbind() で表します。

la_version()

このルーチンは、実行時リンカーと監査ライブラリの間の初期ハンドシェークを提供します。
監査ライブラリが読み込まれるためには、このインタフェースが提供されている必要があり
ます。

uint_t la_version(uint_t version);

実行時リンカーは、実行時リンカーがサポート可能な最上位バージョンの「rtld-監査」イン
タフェースによって、このインタフェースを呼び出します。監査ライブラリは、このバージョン
が使用するのに十分かどうかを確認して、監査ライブラリが使用する予定のバージョンを
返すことができます。このバージョンは、通常、/usr/include/link.h に定義されている
LAV_CURRENT です。
監査ライブラリがゼロ、あるいは、実行時リンカーがサポートする「rtld-監査」インタフェースよ
りも大きなバージョンを返す場合、監査ライブラリは破棄されます。

残りの監査ルーチンには 1 つ以上の cookie が渡されます。301 ページの「監査インタ
フェースの対話」を参照してください。
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la_version() の呼び出しに続いて、la_objopen() ルーチンが 2 回呼び出されます。最初の
呼び出しでは動的実行可能ファイルのリンクマップ情報が渡され、2 回目の呼び出しでは実
行時リンカーのリンクマップ情報が渡されます。

la_objopen()

このルーチンは、新しいオブジェクトが実行時リンカーによって読み込まれるときに呼び出
されます。

uint_t la_objopen(Link_map *lmp, Lmid_t lmid, uintptr_t *cookie);

lmp は、新しいオブジェクトを記述するリンクマップ構造を提供します。lmid は、オブジェ
クトが追加されているリンクマップリストを特定します。cookie は、識別子へのポインタを
提供します。この識別子は、オブジェクト lmp に初期設定されます。オブジェクトをほかの
rtld-監査インタフェースルーチンで識別しやすくするために、監査ライブラリでこの識別子を
再割り当てすることができます。
la_objopen() ルーチンは、このオブジェクトで関心があるシンボル結合を示す値を返しま
す。この結果の値は、/usr/include/link.h に定義された次の値のマスクです。
■ LA_FLG_BINDTO – このオブジェクトに対する監査シンボル結合。
■ LA_FLG_BINDFROM – このオブジェクトからの監査シンボル結合。

これらの値により、監査者は la_symbind() でモニターするオブジェクトを選択できます。
ゼロの戻り値は、結合情報がこのオブジェクトで問題にならないことを示します。
たとえば、監査者は、libfoo.so から libbar.so への結合をモニターできま
す。libfoo.so() の la_objopen は、 LA_FLG_BINDFROM を返します。libbar.so の
la_objopen() は、LA_FLG_BINDTO を返します。
監査者は、libfoo.so と libbar.so 間のすべての結合をモニターできます。両方のオブ
ジェクトの la_objopen() は、LA_FLG_BINDFROM  と LA_FLG_BINDTO を返します。
監査者は、libbar.so へのすべての結合もモニターできます。libbar.so の la_objopen()
は、LA_FLG_BINDTO を返します。すべての  la_objopen() 呼び出しは、LA_FLG_BINDFROM
を返します。
監査バージョン LAV_VERSION5 を指定すると、動的実行可能ファイルを表す la_objopen()
呼び出しがローカル監査プログラムで行われます。この場合、監査プログラムはシンボル
結合フラグを返さないでください。モニタープログラムの読み込みが遅すぎるために、動的
実行可能ファイルに関連するシンボル結合をモニターできない場合があるためです。監査
プログラムによって返されるフラグはすべて無視されます。la_objopen() 呼び出しは、ロー
カル監査プログラムに、後続の la_preinit() または la_activity() 呼び出しに必要な
初期 cookie を提供します。

la_activity()

このルーチンは、リンクマップアクティビティーが行われていることを監査プログラムに知ら
せます。

void la_activity(uintptr_t *cookie, uint_t flags);
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cookie は、リンクマップの先頭のオブジェクトを指します。flags は、/usr/include/
link.h に定義されているものと同じタイプのアクティビティーを指します。
■ LA_ACT_ADD – リンクマップリストにオブジェクトが追加される。
■ LA_ACT_DELETE – リンクマップリストからオブジェクトが削除される。
■ LA_ACT_CONSISTENT – オブジェクトのアクティビティーが完了した。

動的実行可能ファイルおよび実行時リンカーの la_objopen() 呼び出しに続い
て、LA_ACT_ADD アクティビティーがプロセス起動時に呼び出されて、新しい依存関係が追
加されることが示されます。このアクティビティーは、遅延読み込みと dlopen(3C) イベン
トの場合にも呼び出されます。LA_ACT_DELETE アクティビティーは、dlclose(3C) でオブ
ジェクトが削除されたときにも呼び出されます。
LA_ACT_ADD および LA_ACT_DELETE アクティビティーは、後に続くことが予想されるイベン
トのヒントです。実際のイベントが異なる場合が多数あります。たとえば、新しいオブジェク
トが追加された場合にそれらのオブジェクトを完全に再配置できないときは、新しいオブ
ジェクトのいくつかが削除されることがあります。.fini 実行可能ファイルによって新しい
オブジェクトが遅延読み込みになった場合、オブジェクトの削除によって新しいオブジェ
クトが追加されることもあります。オブジェクトの追加または削除の後に、アプリケーショ
ンのリンクマップリストが一貫していることを示すために LA_ACT_CONSISTENT アクティビ
ティーが発生します。このアクティビティーは信頼できます。監査プログラムは、無条件に
LA_ACT_ADD および LA_ACT_DELETE のヒントを信じるのではなく、実際の結果を注意深く検
証する必要があります。
監査バージョン LAV_VERSION1 から LAV_VERSION4  の場合、la_activity() は大域監
査でのみ呼び出されていました。監査バージョンが LAV_VERSION5 の場合、ローカル監査
によってアクティビティーのイベントを取得できます。アクティビティーのイベントは、アプリ
ケーションのリンクマップを表す cookie を提供します。このアクティビティーを準備し、監
査プログラムがこの cookie の内容を制御できるようにするため、最初にローカル監査の
la_objopen() が呼び出されます。la_objopen() 呼び出しによって、アプリケーションのリ
ンクマップを表す初期 cookie が提供されます。301 ページの「監査インタフェースの対
話」を参照してください。

la_objsearch()

このルーチンは、オブジェクトの検索を実行することを監査プログラムに知らせます。

char *la_objsearch(const char *name, uintptr_t *cookie, uint_t flags);

name は、検索中のファイルあるいはパス名を指します。cookie は、検索を開始しているオ
ブジェクトを指します。flags は、/usr/include/link.h に定義されている name の出所お
よび作成を示します。
■ LA_SER_ORIG – 初期検索名。通常は、DT_NEEDED エントリとして記録されたファイル名、

あるいは dlopen(3C) に与えられた引数を指します。
■ LA_SER_LIBPATH – パス名が LD_LIBRARY_PATH コンポーネントから作成されている。
■ LA_SER_RUNPATH – パス名が「実行パス」コンポーネントから作成されている。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlclose-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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■ LA_SER_DEFAULT – パス名がデフォルトの検索パスコンポーネントから作成されている。
■ LA_SER_CONFIG – パスコンポーネントの出所が構成ファイルである。crle(1) のマニュ

アルページを参照してください。
■ LA_SER_SECURE – パスコンポーネントがセキュアなオブジェクトに固有である。

戻り値は、実行時リンカーが処理を継続する必要がある検索パス名を示します。値 0
は、このパスが無視されることを示しています。検索パスをモニターする監査ライブラリ
は、name を返します。

la_objfilter()

このルーチンは、フィルタが新しいフィルティーを読み込むと呼び出されま
す。155 ページの「フィルタとしての共有オブジェクト」を参照してください。

int la_objfilter(uintptr_t *fltrcook, const char *fltestr,
    uintptr_t *fltecook, uint_t flags);

fltrcook は、フィルタを特定します。fltestr は、フィルティー文字列を指します。fltecook
は、フィルティーを特定します。flags は、現在使用されていません。la_objfilter() は、フィ
ルタとフィルティーの la_objopen() が呼び出されたあとに呼び出されます。
戻り値 0 は、このフィルティーが無視されることを示しています。フィルタの使用をモニターす
る監査ライブラリは、0 以外の値を返します。

la_preinit()

このルーチンは、アプリケーションのすべての即時依存関係がロードされたあとで一度呼び
出されます。

void la_preinit(uintptr_t *cookie);

cookie は、プロセスを開始したプライマリオブジェクト、通常は動的実行可能プログラムを
表します。
la_preinit() が呼び出されたあとも、プロセスでは、初期スレッドローカルストレージの作
成などスレッドの初期化が必要です。465 ページの「プログラムの起動」を参照してく
ださい。さらに、ロードされたすべてのオブジェクトを実行する前に、その初期設定セクショ
ンで収集およびソートを行う必要があります。120 ページの「初期設定および終了ルーチ
ン」を参照してください。この関数は、初期プロセスにオブジェクトを追加するときに便利な
制御ポイントをもたらします。これらのオブジェクトは、初期スレッドローカルストレージと、プ
ロセスの初期設定に使用できます。
監査バージョン LAV_VERSION1 から LAV_VERSION4 の場合、la_preinit() は大域監査で
のみ呼び出されていました。監査バージョンが LAV_VERSION5 の場合、ローカル監査によっ
て preinit イベントを取得できます。preinit イベントは、アプリケーションのリンクマップ
を表す cookie を提供します。この preinit を準備し、監査プログラムがこの cookie の
内容を制御できるようにするため、最初にローカル監査の la_objopen() が呼び出されま
す。la_objopen() 呼び出しによって、アプリケーションのリンクマップを表す初期 cookie
が提供されます。301 ページの「監査インタフェースの対話」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1crle-1
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la_callinit()

このルーチンは、スレッドの初期化が完了し、初期スレッドローカルストレージが確立された
あとで呼び出されます。さらに、すべての初期化ルーチンは収集およびソートされ、実行でき
るようになっています。

void la_callinit(uintptr_t *cookie);

cookie と、大域監査およびローカル監査からの呼び出しについては、la_preinit() の場
合と同じです。
このインタフェースは、監査バージョン LAV_VERSION6 で追加されたインタフェースであり、
アプリケーションコードの実行への遷移にマークを付けます。

la_callentry()

このルーチンは、すべての初期化ルーチンが実行されたあとで呼び出されます。

void la_callentry(uintptr_t *cookie);

cookie と、大域監査およびローカル監査からの呼び出しについては、la_preinit() の場
合と同じです。
このインタフェースは、監査バージョン LAV_VERSION6 で追加されたインタフェースであり、
アプリケーションエントリポイントへの遷移にマークを付けます。

la_symbind()

このルーチンは、la_objopen() によって結合通知のタグが付けられた 2 つのオブジェクト
間で結合が発生したときに呼び出されます。

uintptr_t la_symbind32(Elf32_Sym *sym, uint_t ndx,
    uintptr_t *refcook, uintptr_t *defcook, uint_t *flags);

uintptr_t la_symbind64(Elf64_Sym *sym, uint_t ndx,
    uintptr_t *refcook, uintptr_t *defcook, uint_t *flags,
    const char *sym_name);

sym は構築されたシンボル構造であり、sym->st_value は結合されたシンボル定義のアド
レスを示します。/usr/include/sys/elf.h を参照してください。la_symbind32() は、sym-
>st_name を調整して実際のシンボル名を指すようにしています。la_symbind64() は sym-
>st_name を結合オブジェクトの文字列テーブルのインデックスのままにしています。
ndx は、結合オブジェクト動的シンボルテーブル内のシンボルインデックスを示し
ます。refcook は、このシンボルへの参照を行うオブジェクトを特定します。この識
別子は、LA_FLG_BINDFROM を返した la_objopen() ルーチンに渡されたものと同じ
です。defcook は、このシンボルを定義するオブジェクトを特定します。この識別子
は、LA_FLG_BINDTO を返した la_objopen() に渡されるものと同じです。
flags は、結合に関する情報を伝達できるデータ項目を指します。このデータ項目を使用す
ると、プロシージャーのリンクテーブルエントリの連続監査も変更できます。この値は、/usr/
include/link.h に定義されたシンボル結合フラグのマスクです。
次のフラグが la_symbind() に提供される場合もあります。
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■ LA_SYMB_DLSYM – dlsym(3C) を呼び出した結果、シンボル結合が発生した。

■ LA_SYMB_ALTVALUE (LAV_VERSION2) – la_symbind() への以前の呼び出しによって、
シンボル値に対して代替値が返された。

la_pltenter() または la_pltexit() ルーチンが存在する場合、これらのルーチンは、プロ
シージャーリンクテーブルエントリの la_symbind() の後に呼び出されます。これらのルーチ
ンは、シンボルが参照されるたびに呼び出されます。詳細は、312 ページの「監査インタ
フェースの制限」を参照してください。
次のフラグは、デフォルトの動作を変更するために la_symbind() から提供されます。これ
らのフラグは、flags 引数が指す値とのビット単位の OR 演算として適用されます。
■ LA_SYMB_NOPLTENTER – このシンボルに対して la_pltenter() ルーチンを呼び出さな

い。
■ LA_SYMB_NOPLTEXIT – このシンボルに対して la_pltexit() ルーチンを呼び出さない。

戻り値は、この呼び出しに続いて制御を渡す必要があるアドレスを示します。シンボル結合
をモニターするだけの監査ライブラリは、sym->st_value の値を返すため、制御は結合シン
ボル定義に渡されます。監査ライブラリは、異なる値を返すことによって、シンボル結合を
意図的にリダイレクトできます。
sym_name は、la_symbind64() のみに適用可能であり、処理されるシンボルの名前を含み
ます。この名前は、32 ビットインタフェースの sym->st_name フィールドから得られます。

la_pltenter()

これらのルーチンはシステムに固有です。これらのルーチンは、結合通知のタグが付いた 2
つのオブジェクト間でプロシージャーのリンクテーブルエントリが呼び出されるときに呼び出
されます。

uintptr_t la_sparcv8_pltenter(Elf32_Sym *sym, uint_t ndx,
    uintptr_t *refcook, uintptr_t *defcook,
    La_sparcv8_regs *regs, uint_t *flags);

uintptr_t la_sparcv9_pltenter(Elf64_Sym *sym, uint_t ndx,
    uintptr_t *refcook, uintptr_t *defcook,
    La_sparcv9_regs *regs, uint_t *flags,
    const char *sym_name);

uintptr_t la_i86_pltenter(Elf32_Sym *sym, uint_t ndx,
    uintptr_t *refcook, uintptr_t *defcook,
    La_i86_regs *regs, uint_t *flags);

uintptr_t la_amd64_pltenter(Elf64_Sym *sym, uint_t ndx,
    uintptr_t *refcook, uintptr_t *defcook,
    La_amd64_regs *regs, uint_t *flags, const char *sym_name);

sym、ndx、refcook、defcook、および sym_name は、la_symbind() に渡されたものと同じ情
報を提供します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
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la_sparcv8_pltenter() と la_sparcv9_pltenter() では、regs は out レジスタを
指します。la_i86_pltenter() では、regs は stack および frame レジスタを指しま
す。la_amd64_pltenter() では、 regs は stack および frame レジスタ、および整数引数
の受け渡しに使用されるレジスタを指します。regs は /usr/include/link.h に定義され
ています。
flags は、結合に関する情報を伝達できるデータ項目を指します。このデータ項目を使用す
ると、プロシージャーリンクテーブルのエントリの連続監査を変更できます。このデータ項目
は、la_symbind() から flags によって指されるものと同じです。
次のフラグは、現在の監査動作を変更するために la_pltenter() から提供できます。これ
らのフラグは、flags 引数が指す値とのビット単位の OR 演算として適用されます。
■ LA_SYMB_NOPLTENTER – la_pltenter() は、このシンボルでは再び呼び出されること

はない。
■ LA_SYMB_NOPLTEXIT – la_pltexit() は、このシンボルでは呼び出されない。

戻り値は、この呼び出しに続いて制御を渡す必要があるアドレスを示します。シンボル結合
をモニターするだけの監査ライブラリは、sym->st_value の値を返すため、制御は結合シン
ボル定義に渡されます。監査ライブラリは、異なる値を返すことによって、シンボル結合を
意図的にリダイレクトできます。

la_pltexit()

このルーチンは、結合通知のタグが付いた 2 つのオブジェクト間でプロシージャーのリンク
テーブルエントリが返されるときに呼び出されます。このルーチンは、制御が呼び出し側に
到達する前に呼び出されます。

uintptr_t la_pltexit(Elf32_Sym *sym, uint_t ndx, uintptr_t *refcook,
    uintptr_t *defcook, uintptr_t retval);

uintptr_t la_pltexit64(Elf64_Sym *sym, uint_t ndx, uintptr_t *refcook,
    uintptr_t *defcook, uintptr_t retval, const char *sym_name);

sym、ndx、refcook、defcook、および sym_name は、la_symbind() に渡されたものと同じ情
報を提供します。retval は結合関数からの戻りコードです。シンボル結合をモニターする監
査ライブラリは、retval を返します。監査ライブラリは、意図的に異なる値を返すことがで
きます。

注記 - la_pltexit() は実験段階のインタフェースです。詳細は、312 ページの「監査インタ
フェースの制限」を参照してください。

la_objclose()

このルーチンは、オブジェクトに対する終了コードが実行されてから、オブジェクトが読み込
みを解除されるまでに呼び出されます。

uint_t la_objclose(uintptr_t *cookie);
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cookie はオブジェクトを特定するもので、以前の la_objopen() から取得されています。
戻り値は、ここではすべて無視されます。

監査インタフェース制御フロー
以降のセクションでは、監査ライブラリが各インタフェースで実行できる監査インタフェースルー
チンおよびアクションについて説明します。プロセス初期設定に重点が置かれています。これら
のルーチンは、プロセスの起動時に提供される大域監査の一般的な場合に呼び出される順序
で表示されます。

監査インタフェースは、情報と制御の 2 つのカテゴリに分類されます。

情報インタフェースには、オブジェクト検索、オブジェクトロード、シンボル結合など、実行中のプ
ロセスに関する監査ライブラリ情報が表示されます。さらにこれらのインタフェースでは、監査
者は、ロードされたオブジェクトを変更し、将来のシンボル結合イベントについて通知するように
設定できます。

制御インタフェースは、監査ライブラリで、プロセス実行内のフェーズの開始または終了を追跡
できるようにするために呼び出されます。これらのインタフェースでは、監査者は一貫した一連
のオブジェクトを安全に検査でき、新しいオブジェクトをロードすることもできます。

監査ライブラリが最初にロードされると、ライブラリの la_version() インタフェースがすぐに呼
び出されます。このハンドシェイクにより、監査ライブラリは、サポートされているか検証され、実
行時リンカーから必要とするインタフェースバージョンを定義できます。

監査ライブラリは、LD_AUDIT を使用するか、プロセスを始動する実行可能オブジェクト内のロー
カル監査定義から、プロセスの始動時に確立できます。299 ページの「監査インタフェースの
呼び出し」を参照してください。このシナリオでは、実行可能オブジェクトと実行時リンカーの両
方の la_objopen() 呼び出しが、監査ライブラリに提供されます。

この時点では、プロセスはまだ構築の初期段階です。監査者は、プロセスへのオブジェクトの
追加やプロセスの徹底的なシンボル検索など、この構築を妨げる可能性のあるすべてのアク
ションを実行しないようにする必要があります。このようなアクションを行うと、シンボル検索に
適合しようとしてオブジェクトを早まってロードしたりリロードする結果になる可能性があります。

プロセス初期設定時に即座にロードされる依存関係は、それぞれ監査ライブラリの
la_objopen() インタフェースに報告されます。遅延ロードを使用するプロセスの場合、プロセス
初期設定時にはわずかな依存関係しかロードされないことがあります。116 ページの「動的依
存関係の遅延読み込み」を参照してください。ロードされた各オブジェクトは再配置されます。
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この結果、シンボル参照とシンボル定義との間にシンボル結合が確立されます。これらの結合
は、監査ライブラリの la_symbind() インタフェースに報告されます。

即時依存関係がすべてロードされ、再配置されると、監査ライブラリの la_preinit() インタ
フェースが呼び出されます。この時点では、プロセスはまだ構築中です。スレッドの初期化と初
期化ルーチンコレクションはまだ保留中です。ただし、このインタフェースには、初期プロセスに
オブジェクトを追加する場合に便利な制御ポイントが用意されています。

スレッドの初期化が完了すると、監査ライブラリの la_callinit() インタフェースが呼び出され
ます。この時点で、ロードされたすべてのオブジェクトは実行する準備ができており、その初期
化ルーチンは実行に備えて収集されソートされています。120 ページの「初期設定および終了
ルーチン」を参照してください。la_callinit() 制御ポイントは、アプリケーションコードの実行へ
の遷移にマークを付けます。

アプリケーションコードを実行した結果、シンボル参照とシンボル定義の間で、関数呼び出し結
合が確立されます。これらの結合は、監査ライブラリの la_symbind() または la_pltenter()、
あるいはその両方のインタフェースに報告されます。遅延ロードでは、シンボル参照を満たすた
めに追加のオブジェクトをロードすることができ、このことは監査ライブラリの la_objopen() に
報告されます。

すべての初期設定コードが実行されると、監査ライブラリの la_callentry() インタフェースが
呼び出されます。la_callentry() 制御ポイントは、プロセス初期設定の最後と、アプリケーショ
ンエントリポイント (通常は start() または main()) への遷移にマークを付けます。

プロセスは実行し続けるので、さらにシンボル結合が発生し、la_symbind() または
la_pltenter()、あるいはその両方が呼び出されることがあります。追加の依存関係が
ロードされ、la_objopen() が呼び出されることもあります。新しい依存関係がアンロードさ
れ、la_objclose() が呼び出されることもあります。オブジェクトのロードまたはアンロードはす
べて、la_activity() 呼び出しのペアによって結合されます。最初の la_activity() は、対象
の動作 (オブジェクトの追加または削除) を示唆します。2 番目の la_activity() は、プロセ
ス内の依存関係構造が整合していることを示します。監査者は、一貫した通知に従うようにプ
ロセスの検査を制限する必要があります。

監査インタフェースの例

次の単純な例では、動的実行可能プログラム date(1) によってロードされた各共有オブジェ
クトの依存関係の名前を出力する、監査ライブラリを作成しています。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1date-1


実行時リンカーの監査インタフェース

第 11 章 拡張性メカニズム 311

$ cat audit.c

#include    <link.h>

#include    <stdio.h>

uint_t

la_version(uint_t version)

{

        return (LAV_CURRENT);

}

uint_t

la_objopen(Link_map *lmp, Lmid_t lmid, uintptr_t *cookie)

{

        if (lmid == LM_ID_BASE)

                 (void) printf("file: %s loaded\n", lmp->l_name);

        return (0);

}

$ cc -o audit.so.1 -G -K pic -z defs audit.c -lmapmalloc -lc

$ LD_AUDIT=./audit.so.1  date

file: date loaded

file: /lib/libc.so.1 loaded

file: /lib/libm.so.2 loaded

file: /usr/lib/locale/en_US/en_US.so.2 loaded

Thur Aug  10 17:03:55 PST 2012

監査インタフェースのデモンストレーション

rtld-監査 インタフェースを使用するデモアプリケーションは、/usr/demo/link_audit の下の
pkg:/solaris/source/demo/system パッケージにあります。

sotruss

このデモアプリケーションは、指定アプリケーションの動的オブジェクト間でのプロシー
ジャー呼び出しを追跡します。

whocalls

このデモアプリケーションは、指定アプリケーションに呼び出されるたびに、指定関数のス
タック追跡を行います。

perfcnt

このデモアプリケーションは、指定アプリケーションの各関数で費やされた時間を追跡しま
す。

symbindrep

このデモアプリケーションは、指定アプリケーションを読み込むために実行されたすべての
シンボル結合を報告します。



実行時リンカーの監査インタフェース

312 Oracle Solaris 11.2 リンカーとライブラリガイド • 2014 年 7 月

sotruss(1) および whocalls(1) は pkg:/developer/linker パッケージに含まれていま
す。perfcnt と symbindrep はサンプルプログラムです。これらのアプリケーションは、実際の環
境での使用を目的としていません。

監査インタフェースの制限
「rtld-監査」 実装には制限があります。監査ライブラリを設計するときは、これらの制限をよく理
解するようにしてください。

アプリケーションコードの実行

オブジェクトがプロセスに追加されると、監査ライブラリは情報を受け取ります。監査ライブ
ラリがこのような情報を受け取るときに、モニターするオブジェクトが実行できる状態でない
場合があります。たとえば、監査プログラムは、読み込むオブジェクトのための la_objopen()
呼び出しを受け取ることができます。ただし、そのオブジェクト内のコードを実行するには、そ
の前にオブジェクトの依存関係を読み込んで再配置する必要があります。監査ライブラリ
は、dlopen(3C) を使用してハンドルを取得して、ロードしたオブジェクトを検査しなければなら
ない場合があります。このハンドルは、dlsym(3C) を使用してインタフェースを検索するために
使用できます。ただし、この方法で取得したインタフェースは、そのオブジェクトの初期化が完
了したことがわかるまで、呼び出さないようにしてください。

la_pltexit() の使用

la_pltexit() 系列の使用にはいくつかの制限があります。これらの制限は、呼び出し側と「呼
び出し先」の間で余分なスタックフレームを挿入して、la_pltexit() 戻り値を提供するための必
要から生じたものです。la_pltenter() ルーチンだけを呼び出す場合、この要件は問題になり
ません。この場合、目的の関数に制御を渡す前に、余分なスタックを整理できます。

これらの制限が原因で、la_pltexit() は、実験的インタフェースとみなされます。問題がある
場合には、la_pltexit() ルーチンの使用は避けてください。

スタックを直接検査する関数

スタックを直接検査するか、またはその状態について仮定をたてる少数の関数があります。これ
らの関数の例としては、setjmp(3C) ファミリ、vfork(2)、および構造へのポインタではなく構

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1sotruss-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1whocalls-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Asetjmp-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2vfork-2
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造を返す関数があります。これらの関数は、la_pltexit() をサポートするために作成される余
分なスタックによって調整されます。

実行時リンカーは、このタイプの関数を検出できないため、監査ライブラリの作成元が、このよう
なルーチンの la_pltexit() を無効にする必要があります。

実行時リンカーのデバッガインタフェース

実行時リンカーは、メモリーへのオブジェクトの割り当てやシンボルの結合を含む多数の操作を
実行します。デバッグプログラムは、通常、これらの実行時リンカーの操作をアプリケーション解
析の一部として記述する情報にアクセスする必要があります。これらのデバッグプログラムは、
デバッガが解析するアプリケーションから独立したプロセスとして実行されます。

このセクションでは、ほかのプロセスから動的にリンクされたアプリケーションをモニタリング、変
更する「rtld-デバッガ」インタフェースについて説明します。このインタフェースのアーキテクチャー
は、libc_db(3LIB) で使用されるモデルに準拠します。

「rtld-デバッガ」インタフェースを使用する場合は、少なくとも次の 2 つのプロセスが関与します。

■ 1 つまたは複数のターゲットプロセス。ターゲットプロセスは動的にリンクし、実行時リンカー /
usr/lib/ld.so.1 (32 ビットプロセスの場合)、または /usr/lib/64/ld.so.1 (64 ビットプ
ロセスの場合) を使用する必要があります。

■ 「制御」プロセスは、「rtld-デバッガ」インタフェースライブラリとリンクし、そのインタフェースを
使用してターゲットプロセスの動的側面を検査します。64 ビット制御プロセスは、64 ビット
および 32 ビットの両方のターゲットをデバッグできます。ただし、32 ビット制御プロセスは
32 ビットターゲットに制限されます。

「rtld-デバッガ」は、制御プロセスがデバッガであり、そのターゲットが動的実行可能なプログラム
の場合に、もっともよく使用されます。

「rtld-デバッガ」インタフェースは、ターゲットプロセスに対して、次のアクティビティーを有効にしま
す。

■ 実行時リンカーとの最初の認識。
■ 動的オブジェクトの読み込みと読み込み解除の通知。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Flibc-db-3lib
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■ 読み込まれたオブジェクトすべてに関する情報の検索。
■ プロシージャーのリンクテーブルエントリのステップオーバー。
■ オブジェクトパッドの有効化。

制御プロセスとターゲットプロセス間の対話

ターゲットプロセスを検査して操作できるようにするために、「rtld-デバッガ」インタフェースは、「エ
クスポート」されたインタフェース、「インポート」されたインタフェース、および「エージェント」を使
用して、これらのインタフェース間で通信を行います。

制御プロセスは、librtld_db.so.1 によって提供される「rtld-デバッガ」インタフェースにリンク
されて、このライブラリからエクスポートされたインタフェースを要求します。このインタフェース
は、/usr/include/rtld_db.h に定義されています。次に、librtld_db.so.1 は制御プロセスか
らインポートされたインタフェースを要求します。「rtld-デバッガ」インタフェースは、この対話によっ
て次の処理を実行できます。

■ ターゲットプロセス内のシンボルの検索。
■ ターゲットプロセスのメモリーの読み取りと書き込み。

インポートされたインタフェースは多数の proc_service ルーチンから構成されます。大半のデ
バッガは、このルーチンをすでに使用してプロセスを解析しています。これらのルーチンについて
は、325 ページの「デバッガインポートインタフェース」を参照してください。

「rtld-デバッガ」インタフェースは、「rtld-デバッガ」インタフェースの要求により解析中のプロセスが
停止することを前提としています。停止しない場合は、ターゲットプロセスの実行時リンカー内に
あるデータ構造が、検査時に一貫した状態にない可能性があります。

librtld_db.so.1、制御プロセス (デバッガ)、およびターゲットプロセス (動的実行可能プログ
ラム) 間の情報の流れを、次の図に示します。
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図   11-1 「rtld-デバッガ」の情報の流れ

注記 - 「rtld-デバッガ」インタフェースは、実験的と見なされる proc_service インタフェース
(/usr/include/proc_service.h) に依存します。「rtld-デバッガ」インタフェースは、展開時
に、proc_service インタフェース内の変更を追跡しなければならないことがあります。

rtld-デバッガインタフェースを使用する制御プロセスのサンプル実装は、/usr/demo/librtld_db
の下の pkg:/solaris/source/demo/system パッケージにあります。このデバッガ rdb
は、proc_service インポートインタフェースの使用例、およびすべての librtld_db.so.1 エク
スポートインタフェースの必須呼び出しシーケンスを示します。次のセクションでは、「rtld-デバッ
ガ」インタフェースについて説明します。さらに詳しい情報は、サンプルデバッガをテストして入
手することができます。

デバッガインタフェースのエージェント

エージェントは、内部インタフェース構造を記述可能な不透明なハンドルを提供します。エー
ジェントは、エクスポートインタフェースとインポートインタフェースとの間の通信メカニズムも提
供します。「rtld-デバッガ」インタフェースは、いくつかのプロセスを同時に操作できるデバッガに
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よる使用を目的としているため、これらのエージェントは、プロセスを特定するために使用されま
す。

struct ps_prochandle

制御プロセスによって、エクスポートインタフェースとインポートインタフェースの間で渡され
るターゲットプロセスを特定するために作成される不透明な構造です。

struct rd_agent

「rtld-デバッガ」インタフェースによって、エクスポートインタフェースとインポートインタフェース
の間で渡されるターゲットプロセスを特定するために作成される不透明な構造です。

デバッガエクスポートインタフェース
このセクションでは、/usr/lib/librtld_db.so.1 監査ライブラリによってエクスポートされるさ
まざまなインタフェースについて説明します。機能グループごとに分けて説明します。

エージェント操作インタフェース
rd_init()

この関数は、「rtld-デバッガ」バージョン要件を確立します。ベースとなるバージョン
は、RD_VERSION1 として定義されています。現在の「バージョン」は常に RD_VERSION で定
義されます。
rd_err_e rd_init(int version);

Solaris 8 10/00 リリースで追加されたバージョン RD_VERSION2 は、rd_loadobj_t 構造
体を拡張するものです。詳細は、317 ページの「読み込み可能オブジェクトの走査」の
rl_flags、rl_bend、および rl_dynamic フィールドを参照してください。
Solaris 8 01/01 リリースで追加されたバージョン RD_VERSION3 は、rd_plt_info_t 構造
体を拡張するものです。詳細は、322 ページの「プロシージャーのリンクテーブルのスキッ
プ」の pi_baddr および pi_flags フィールドを参照してください。
制御プロセスのバージョン要件が使用可能な「rtld-デバッガ」インタフェースよりも大きい場
合は、RD_NOCAPAB が返されます。

rd_new()

この関数は、新しいエクスポートのインタフェースエージェントを作成します。
rd_agent_t *rd_new(struct ps_prochandle *php);

php は、制御プロセスによってターゲットプロセスを特定するために作成された cookie で
す。この cookie は、制御プロセスによってコンテキストを維持するために提供されるイン
ポートされたインタフェースで使用されるものであり、「rtld-デバッガ」インタフェースに対して
不透明です。
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rd_reset()

この関数は、rd_new() に指定された同じ ps_prochandle 構造に基づくエージェント内の
情報をリセットします。

rd_err_e rd_reset(struct rd_agent *rdap);

この関数は、ターゲットプロセスが再起動されると呼び出されます。

rd_delete()

この関数は、エージェントを削除し、それに関連するすべての状態を解放します。

void rd_delete(struct rd_agent *rdap);

エラー処理

次のエラー状態は、「rtld-デバッガ」インタフェース (rtld_db.h に定義) によって返されます。

typedef enum {

        RD_ERR,

        RD_OK,

        RD_NOCAPAB,

        RD_DBERR,

        RD_NOBASE,

        RD_NODYNAM,

        RD_NOMAPS

} rd_err_e;

次のインタフェースは、エラー情報を収集するために使用できます。

rd_errstr()

この関数は、エラーコード rderr を記述する記述エラー文字列を返します。

char *rd_errstr(rd_err_e rderr);

rd_log()

この関数は、ログ記録をオン (1) またはオフ (0) にします。

void rd_log(const int onoff);

ログ記録がオンの場合、制御プロセスによって提供されるインポートインタフェース関数
ps_plog() は、さらに詳しい診断情報によって呼び出されます。

読み込み可能オブジェクトの走査

実行時リンカーのリンクマップで維持される各オブジェクト情報の取得は、rtld_db.h に定義さ
れた次の構造を使用して実現されます。
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typedef struct rd_loadobj {

        psaddr_t        rl_nameaddr;

        unsigned        rl_flags;

        psaddr_t        rl_base;

        psaddr_t        rl_data_base;

        unsigned        rl_lmident;

        psaddr_t        rl_refnameaddr;

        psaddr_t        rl_plt_base;

        unsigned        rl_plt_size;

        psaddr_t        rl_bend;

        psaddr_t        rl_padstart;

        psaddr_t        rl_padend;

        psaddt_t        rl_dynamic;

        unsigned long   rl_tlsmodid;

} rd_loadobj_t;

文字列ポインタを含めて、この構造で指定されるアドレスはすべてターゲットプロセス内のアド
レスであり、制御プロセス自体のアドレス空間のアドレスでないことに注意してください。

rl_nameaddr

動的オブジェクトの名前を含む文字列へのポインタ。

rl_flags

リビジョン RD_VERSION2 では、動的に読み込まれる再配置可能オブジェクトは
RD_FLG_MEM_OBJECT で識別されます。

rl_base

動的オブジェクトのベースアドレス。

rl_data_base

動的オブジェクトのデータセグメントのベースアドレス。

rl_lmident

リンクマップ識別子 (298 ページの「名前空間の確立」を参照)。

rl_refnameaddr

動的オブジェクトが標準フィルタの場合は、「フィルティー」の名前を指定します。

rl_plt_base、rl_plt_size

これらの要素は、下方互換性のために存在するものであり、現在は使用されていません。

rl_bend

オブジェクトのエンドアドレス (text + data + bss)。リビジョン RD_VERSION2 では、動的
に読み込まれる再配置可能オブジェクトの場合、この要素は作成されたオブジェクトの最
後を指します。このオブジェクトには、自身のセクションヘッダーが含まれています。
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rl_padstart

動的オブジェクト前のパッドのベースアドレス (324 ページの「動的オブジェクトのパッ
ド」を参照)。

rl_padend

動的オブジェクト後のパッドのベースアドレス (324 ページの「動的オブジェクトのパッ
ド」を参照)。

rl_dynamic

このフィールドは RD_VERSION2 に追加されたもので、DT_CHECKSUM (表13-8「ELF 動的配
列タグ」 を参照) のエントリへの参照を可能にするオブジェクトの動的セクションのベース
アドレスを提供します。

rl_tlsmodid

このフィールドは、RD_VERSION4 に追加されたもので、スレッド固有ストレージ (TLS) 参
照のモジュール識別子を提供します。このモジュール識別子は、オブジェクトに固有の
短い整数です。この識別子は、問題となるオブジェクトのスレッドの TLS ブロックの基
底アドレスを取得するために、libc_db の関数 td_thr_tlsbase() に渡すことができま
す。td_thr_tlsbase(3C_DB) を参照してください。

rd_loadobj_iter() ルーチンは、このオブジェクトデータ構造を使用して実行時リンカーのリン
クマップリストの情報にアクセスします。

rd_loadobj_iter()

この関数は、ターゲットプロセスに現在読み込まれている動的オブジェクトすべてを反復し
ます。

typedef int rl_iter_f(const rd_loadobj_t *, void *);

rd_err_e rd_loadobj_iter(rd_agent_t *rap, rl_iter_f *cb,
    void *clnt_data);

各反復時に、cb によって指定されたインポート関数が呼び出されます。clnt_data は、cb
呼び出しにデータを渡すために使用できます。各オブジェクトに関する情報は、スタックが
割り当てられた volatile rd_loadobj_t 構造へのポインタによって返されます。
cb ルーチンからの戻りコードは、rd_loadobj_iter() によってテストされ、次の意味を持ち
ます。
■ 1 – リンクマップの処理を継続する。
■ 0 – リンクマップの処理を停止して、制御プロセスに制御を返す。

rd_loadobj_iter() は、正常だと RD_OK を返します。RD_NOMAPS が返される場合、実行時
リンカーは、まだ初期リンクマップを読み込みません。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Atd-thr-tlsbase-3c-db


実行時リンカーのデバッガインタフェース

320 Oracle Solaris 11.2 リンカーとライブラリガイド • 2014 年 7 月

イベント通知

制御プロセスは、実行時リンカーの適用範囲内で発生する特定のイベントを追跡できます。こ
れらのイベントは次のとおりです。

RD_PREINIT

実行時リンカーは、すべての動的オブジェクトを読み込んで再配置し、読み込まれた各オ
ブジェクトの .init セクションの呼び出しを開始します。

RD_POSTINIT

実行時リンカーは、すべての .init セクションの呼び出しを終了して、基本実行可能プロ
グラムに制御を渡します。

RD_DLACTIVITY

実行時リンカーは、動的オブジェクトを読み込みまたは読み込み解除のために呼び出され
ます。

これらのイベントは、次のインタフェース (sys/link.h と rtld_db.h に定義) を使用してモニ
ターできます。

typedef enum {

        RD_NONE = 0,

        RD_PREINIT,

        RD_POSTINIT,

        RD_DLACTIVITY

} rd_event_e;

/*

 * Ways that the event notification can take place:

 */

typedef enum {

        RD_NOTIFY_BPT,

        RD_NOTIFY_AUTOBPT,

        RD_NOTIFY_SYSCALL

} rd_notify_e;

/*

 * Information on ways that the event notification can take place:

 */

typedef struct rd_notify {

        rd_notify_e     type;

        union {

                psaddr_t        bptaddr;

                long            syscallno;

        } u;

} rd_notify_t;

イベントを追跡する関数を次に示します。
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rd_event_enable()

この関数は、イベントモニタリングを有効 (1) または無効 (0) にします。

rd_err_e rd_event_enable(struct rd_agent *rdap, int onoff);

注記 - パフォーマンス上の理由から、現在、実行時リンカーはイベントの無効化を無視します。制
御プロセスは、このルーチンへの最後の呼び出しが原因で指定のブレークポイントに到達しな
いと、想定することはできません。

rd_event_addr()

この関数は、制御プログラムへの指定イベントの通知方法を指定します。

rd_err_e rd_event_addr(rd_agent_t *rdap, rd_event_e event,
    rd_notify_t *notify);

イベントの種類によっては、制御プロセスの通知は、notify->u.syscallno で特定される
害のない簡単なシステム呼び出しの呼び出しや、notify->u.bptaddr で指定されるアドレ
スでのブレークポイントの実行で行われます。システム呼び出しの追跡または実際のブレー
クポイントの設定は、制御プロセスが行う必要があります。

イベントが発生した場合は、rtld_db.h に定義された次のインタフェースによって追加情報を
取得できます。

typedef enum {

        RD_NOSTATE = 0,

        RD_CONSISTENT,

        RD_ADD,

        RD_DELETE

} rd_state_e;

typedef struct rd_event_msg {

        rd_event_e      type;

        union {

                rd_state_e      state;

        } u;

} rd_event_msg_t;

rd_state_e の値を次に示します。

RD_NOSTATE

使用可能な追加状態情報はありません。

RD_CONSISTANT

リンクマップは安定した状態にあってテスト可能です。

RD_ADD

動的オブジェクトは削除処理中であり、リンクマップは安定した状態ではありません。リン
クマップは、RD_CONSISTANT 状態に達するまでテストできません。
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RD_DELETE

動的オブジェクトは削除処理中であり、リンクマップは安定した状態ではありません。リン
クマップは、RD_CONSISTANT 状態に達するまでテストできません。

rd_event_getmsg() 関数を使用して、このイベント状態情報を取得します。

rd_event_getmsg()

この関数は、イベントに関する追加情報を提供します。

rd_err_e rd_event_getmsg(struct rd_agent *rdap, rd_event_msg_t *msg);

次の表は、異なる各イベントタイプで可能な状態を示しています。

RD_PREINIT RD_POSTINIT RD_DLACTIVITY

RD_NOSTATE RD_NOSTATE RD_CONSISTANT

RD_ADD

RD_DELETE

プロシージャーのリンクテーブルのスキップ

「rtld-デバッガ」インタフェースは、制御プロセスが、プロシージャーのリンクのテーブルエントリをス
キップオーバーする機能を提供します。デバッガなどの制御プロセスが、関数に介入するように
との要求をはじめて受けると、プロシージャーのリンクテーブル処理は、制御を実行時リンカーに
渡して関数定義を検索します。

次のインタフェースを使用すると、制御プロセスで実行時リンカーのプロシージャーのリンクテー
ブル処理にステップオーバーできます。制御プロセスは、ELF ファイルで提供される外部情報
に基づいて、プロシージャーのリンクのテーブルエントリに遭遇する時期を判定できます。

ターゲットプロセスは、プロシージャーのリンクのテーブルエントリに介入する
と、rd_plt_resolution() インタフェースを呼び出します。

rd_plt_resolution()

この関数は、現在のプロシージャーのリンクテーブルエントリの解決状態と、それをスキップ
する方法に関する情報を返します。

rd_err_e rd_plt_resolution(rd_agent_t *rdap, paddr_t pc,
    lwpid_t lwpid, paddr_t plt_base, rd_plt_info_t *rpi);

pc は、プロシージャーのリンクテーブルエントリの最初の命令を表します。lwpid は lwp 識
別子を提供し、plt_base  はプロシージャーのリンクテーブルのベースアドレスを提供しま
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す。これらの 3 つの変数は、各種のアーキテクチャーがプロシージャーのリンクテーブルを処
理するため十分な情報を提供します。
rpi は、rtld_db.h 内の次のデータ構造に定義された、プロシージャーのリンクのテーブル
エントリに関する詳しい情報を提供します。

typedef enum {

        RD_RESOLVE_NONE,

        RD_RESOLVE_STEP,

        RD_RESOLVE_TARGET,

        RD_RESOLVE_TARGET_STEP

} rd_skip_e;

typedef struct rd_plt_info {

        rd_skip_e       pi_skip_method;

        long            pi_nstep;

        psaddr_t        pi_target;

        psaddr_t        pi_baddr;

        unsigned int    pi_flags;

} rd_plt_info_t;

#define RD_FLG_PI_PLTBOUND     0x0001

rd_plt_info_t 構造体の要素を次に示します。

pi_skip_method

プロシージャーのリンクテーブルエントリがどのように扱われるかを示します。rd_skip_e 値
内の 1 つに設定されます。

pi_nstep

RD_RESOLVE_STEP または RD_RESOLVE_TARGET_STEP が返された時にステップオーバーする
命令がいくつあるかを示します。

pi_target

RD_RESOLVE_TARGET_STEP または RD_RESOLVE_TARGET が返された時にブレークポイントを
設定するアドレス指定します。

pi_baddr

RD_VERSION3 で追加された、プロシージャーのリンクテーブルの宛先アドレス。pi_flags
フィールドの RD_FLG_PI_PLTBOUND フラグが設定されると、この要素は解決された (結合さ
れた) 宛先アドレスを示します。

pi_flags

RD_VERSION3 で追加されたフラグフィールド。フラグ RD_FLG_PI_PLTBOUND は、pi_baddr
フィールドで取得できる宛先アドレスへ解決された (結合された) プロシージャーのリンクエ
ントリを示します。

次のシナリオは rd_plt_info_t 戻り値から考えられます。
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■ このプロシージャーのリンクテーブルによる最初の呼び出しは、実行時リンカーによって解決
する必要があります。この場合、rd_plt_info_t には次のものが含まれます。

{RD_RESOLVE_TARGET_STEP, M, <BREAK>, 0, 0}

制御プロセスは、BREAK にブレークポイントを設定し、ターゲットプロセスを続けます。ブレーク
ポイントに達すると、プロシージャーのリンクのテーブルエントリ処理は終了します。制御プロ
セスは M 命令を宛先関数にステップできます。これはプロシージャーのリンクテーブルエント
リで最初の呼び出しであるため、結合アドレス (pi_baddr) が設定されていないことに注意
してください。

■ このプロシージャーのリンクテーブル全体で Nth 番目。rd_plt_info_t には、次のものが含
まれます。

{RD_RESOLVE_STEP, M, 0, <BoundAddr>, RD_FLG_PI_PLTBOUND}

プロシージャーのリンクのテーブルエントリはすでに解決されていて、制御プロセスは M 命
令を宛先関数にステップできます。プロシージャーのリンクのテーブルエントリと結合してい
るアドレスは、<BoundAddr> で、RD_FLG_PI_PLTBOUND ビットはフラグフィールドに設定されて
います。

動的オブジェクトのパッド

実行時リンカーのデフォルト動作は、オペレーティングシステムに依存して、もっとも効率的に参
照できる場所に動的オブジェクトを読み込みます。制御プロセスの中には、ターゲットプロセス
のメモリーに読み込まれたオブジェクトの周りにパッドがあることによって、利益を受けるものが
あります。このインタフェースを使用すると、制御プロセスは、このパッドを要求できます。

rd_objpad_enable()

この関数は、ターゲットプロセスによって続けて読み込まれたオブジェクトのパッドを有効ま
たは無効にします。パッドは読み込まれたオブジェクトの両側で行われます。

rd_err_e rd_objpad_enable(struct rd_agent *rdap, size_t padsize);

 padsize メモリーにロードされたオブジェクトの前後両方で維持されるパッドのサイズをバ
イト数で指定します。このパッドは、mmapobj(2) 要求からのメモリー割り当てとして予約さ
れています。実際には、ターゲットプロセスの仮想アドレス空間の、読み込み済みオブジェ
クトに隣接する領域が予約されます。これらの領域は、制御プロセスによってあとで使用で
きます。
padsize を 0 にすると、後のオブジェクトに対するオブジェクトパッドは無効になります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2mmapobj-2
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注記 - mmapobj(2) を使用して取得した予約は、proc(1) 機能や rd_loadobj_t で提供され
るリンクマップ情報を参照することでレポートできます。

デバッガインポートインタフェース

制御プロセスが librtld_db.so.1 に対して提供しなければならないインポートインタフェース
は、/usr/include/proc_service.h に定義されています。これらの proc_service 関数のサ
ンプル実装状態は、rdb デモデバッガにあります。「rtld-デバッガ」インタフェースは、使用可能な
proc_service インタフェースのサブセットだけを使用します。「rtld-デバッガ」インタフェースの今
後のバージョンでは、互換性のない変更を作成することなく、追加 proc_service インタフェー
スを利用できる可能性があります。

次のインタフェースは、現在、「rtld-デバッガ」インタフェースによって使用されています。

ps_pauxv()

この関数は、auxv ベクトルのコピーへのポインタを返します。

ps_err_e ps_pauxv(const struct ps_prochandle *ph, auxv_t **aux);

auxv ベクトル情報は、割り当てられた構造にコピーされるため、このポインタの存続期間
は、ps_prochandle が有効な間になります。

ps_pread()

この関数は、ターゲットプロセスからデータを読み取ります。

ps_err_e ps_pread(const struct ps_prochandle *ph, paddr_t addr,
    char *buf, int size);

ターゲットプロセス内のアドレス addr から、size バイトが buf にコピーされます。

ps_pwrite()

この関数は、ターゲットプロセスにデータを書き込みます。

ps_err_e ps_pwrite(const struct ps_prochandle *ph, paddr_t addr,
    char *buf, int size);

buf から size バイトが、ターゲットプロセスのアドレス addr にコピーされます。

ps_plog()

この関数は、「rtld-デバッガ」インタフェースから追加診断情報によって呼び出されます。

void ps_plog(const char *fmt, ....);

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2mmapobj-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1proc-1
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この診断情報をどこに記録するか、または記録するかどうかは、制御プロセスが決めま
す。ps_plog() の引数は、printf(3C) 形式に従います。

ps_pglobal_lookup()

この関数は、ターゲットプロセス内のシンボルを検索します。

ps_err_e ps_pglobal_lookup(const struct ps_prochandle *ph,
    const char *obj, const char *name, ulong_t *sym_addr);

ターゲットプロセス ph 内のオブジェクト obj 内で、シンボル name が検索されます。シンボ
ルが検出されると、シンボルのアドレスが sym_addr に保存されます。

ps_pglobal_sym()

この関数は、ターゲットプロセス内のシンボルを検索します。

ps_err_e ps_pglobal_sym(const struct ps_prochandle *ph,
    const char *obj, const char *name, ps_sym_t *sym_desc);

ターゲットプロセス ph 内のオブジェクト obj 内で、シンボル name が検索されます。シンボ
ルが検出されると、シンボルの記述子が sym_desc に保存されます。

「rtld-デバッガ」インタフェースがアプリケーションまたは実行時リンカー内のシンボルを検出して
から、リンクマップを作成する必要があるイベントでは、obj に対する次の予約値を使用できま
す。

#define PS_OBJ_EXEC ((const char *)0x0)  /* application id */

#define PS_OBJ_LDSO ((const char *)0x1)  /* runtime linker id */

制御プロセスは、次の擬似コードを使用して、これらのオブジェクト用の procfs ファイルシステ
ムを利用できます。

ioctl(.., PIOCNAUXV, ....)       - obtain AUX vectors

ldsoaddr = auxv[AT_BASE];

ldsofd = ioctl(...., PIOCOPENM, &ldsoaddr);

/* process elf information found in ldsofd .... */

execfd = ioctl(.., PIOCOPENM, 0);

/* process elf information found in execfd .... */

ファイル記述子が見つかったら、ELF ファイルは、制御プログラムによってそのシンボル情報を
テストできます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Aprintf-3c
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 12 ♦  ♦  ♦        第    1  2    章 

オブジェクトファイル形式

この章では、アセンブラとリンカーで生成されるオブジェクトファイルの実行可能リンク形式
(ELF) について説明します。オブジェクトファイルには、主に次の 3 つの種類があります。

■ 「再配置可能オブジェクト」ファイルは、コードとデータが入っているセクションを保持しま
す。このファイルは、ほかの再配置可能オブジェクトファイルとリンクして、動的実行可能
ファイル、共有オブジェクトファイル、または別の再配置可能オブジェクトを作成するのに
適しています。

■ 「動的実行可能」ファイルは、実行可能なプログラムを保持します。実行可能ファイル
は、exec(2)によるプログラムのプロセスイメージの作成方法を指定します。このファイル
は、一般的に実行時に共有オブジェクトファイルと結合され、プロセスイメージを作成しま
す。

■ 「共有オブジェクト」ファイルは、追加リンクに適したコードとデータを保持します。リンカーは、
共有オブジェクトファイルをほかの再配置可能オブジェクトファイルや共有オブジェクト
ファイルとともに処理して、別のオブジェクトファイルを作ることができます。実行時リンカー
は、共有オブジェクトファイルを動的実行可能ファイルやほかの共有オブジェクトファイル
と組み合わせ、プロセスイメージを作成します。

プログラムは ELF アクセスライブラリ libelf によって提供された関数を使用してオブジェク
トファイルを操作できます。libelf の内容の説明については、elf(3ELF)のマニュアルページ
を参照してください。libelf を使用するサンプルソースコードは、pkg:/solaris/source/demo/
system パッケージに含まれており、/usr/demo/ELF ディレクトリの下に置かれています。

ファイル形式

オブジェクトファイルはプログラムのリンクと実行の両方に関係します。利便性と効率性のた
め、オブジェクトファイルの形式には、リンクと実行の異なる要求に合わせて、2 つの平行した
見方があります。次の図にオブジェクトファイルの編成を示します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2exec-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Delf-3elf
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図   12-1 オブジェクトファイル形式

ELF ヘッダーはオブジェクトファイルの先頭に存在し、ファイル編成を記述する「ロードマップ」
を保持します。

注記 - ELF ヘッダーの位置のみがファイル内で固定されています。ELF 形式には柔軟性があ
るため、ヘッダーテーブル、セクション、およびセグメントの順序は特に決まっていません。この図
に示したのは、Oracle Solaris OS で使用される典型的なレイアウトです。

セクションは、ELF ファイル内で処理可能な最小単位 (これ以上分割できない単位) です。「セ
グメント」は、セクションの集合です。セグメントは、exec(2)または実行時リンカーでメモリーイ
メージに対応付けできる最小単位です。

セクションは、リンクの観点から見たオブジェクトファイルの情報の大部分を保持します。この
データには、命令、データ、シンボルテーブル、再配置情報などが含まれます。セクションに関して
は、この章の前半で説明します。セグメントとプログラムの実行の観点から見たファイルの構造
に関しては、この章の後半で説明します。

プログラムヘッダーテーブル (存在する場合) は、システムにプロセスイメージの作成方法を通
知します。プロセスイメージの生成に使用されるファイル (実行可能ファイルと共有オブジェク
ト) には、プログラムヘッダーテーブルが存在する必要があります。再配置可能オブジェクトで
は、プログラムヘッダーテーブルは必要ありません。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2exec-2
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セクションヘッダーテーブルには、ファイルのセクションを記述する情報が入っています。セク
ションヘッダーテーブルには各セクションのエントリが存在します。各エントリは、セクション名、
セクションサイズなどの情報が含まれます。リンク編集で使用されるファイルには、セクション
ヘッダーテーブルが存在しなければなりません。

データ表現
オブジェクトファイルの形式は、8 ビットバイト、32 ビットアーキテクチャー、および 64 ビットアー
キテクチャーを持つさまざまなプロセッサをサポートしています。しかしながら、データ表現は、より
大きな、またはより小さなアーキテクチャーに拡張できるように意図されています。表12-1「ELF
32 ビットデータタイプ」 と表12-2「ELF 64 ビットデータタイプ」 に、32 ビットデータタイプと
64 ビットデータタイプの一覧を示します。

オブジェクトファイルは、いくつかの制御データをマシンに依存しない形式で表現します。この
形式は、オブジェクトファイルの共通の識別および解釈を規定します。オブジェクトファイルの
残りのデータは、このオブジェクトファイルが作成されたマシンとは関係なく、対象となるプロ
セッサ用にエンコードされています。

表 12-1 ELF 32 ビットデータタイプ

名前 サイズ 整列 目的

Elf32_Addr 4 4 符号なしプログラムアドレス

Elf32_Half 2 2 符号なし、中程度の整数

Elf32_Off 4 4 符号なしファイルオフセット

Elf32_Sword 4 4 符号付き整数

Elf32_Word 4 4 符号なし整数

unsigned char 1 1 符号なし、短い整数

表 12-2 ELF 64 ビットデータタイプ

名前 サイズ 整列 目的

Elf64_Addr 8 8 符号なしプログラムアドレス

Elf64_Half 2 2 符号なし、中程度の整数

Elf64_Off 8 8 符号なしファイルオフセット

Elf64_Sword 4 4 符号付き整数

Elf64_Word 4 4 符号なし整数

Elf64_Xword 8 8 符号なし、長い整数
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名前 サイズ 整列 目的

Elf64_Sxword 8 8 符号付き、長い整数

unsigned char 1 1 符号なし、短い整数

オブジェクトファイルの形式で定義されるすべてのデータ構造は、該当クラスの自然なサイズと
整列ガイドラインに従います。データ構造に明示的にパッドを入れることで、4 バイトオブジェク
トに対して 4 バイト整列を保証したり構造サイズを 4 の倍数に設定したりできます。また、デー
タはファイルの先頭から適切に整列されます。したがってたとえば、Elf32_Addr  メンバーが存
在する構造はファイル内において 4 バイト境界で整列されます。同様に、Elf64_Addr メンバー
が存在する構造は 8 バイト境界で整列されます。

注記 - 移植性を考慮して、ELF ではビットフィールドを使用していません。

ELF ヘッダー
ELF ヘッダーには実際のサイズが記録されるため、オブジェクトファイル内の制御構造は大き
くなることがあります。オブジェクトファイルの形式が変更されると、プログラムは、予想より大き
い、または小さい制御構造に遭遇する可能性があります。大きくなった場合は、追加された部
分を無視することができるかもしれません。不足する情報の取り扱いは状況に依存し、拡張が
定義されたときに定められます。

ELF ヘッダーの構造体は次のとおりです。sys/elf.h を参照してください。

#define EI_NIDENT       16

typedef struct {

        unsigned char   e_ident[EI_NIDENT];

        Elf32_Half      e_type;

        Elf32_Half      e_machine;

        Elf32_Word      e_version;

        Elf32_Addr      e_entry;

        Elf32_Off       e_phoff;

        Elf32_Off       e_shoff;

        Elf32_Word      e_flags;

        Elf32_Half      e_ehsize;

        Elf32_Half      e_phentsize;

        Elf32_Half      e_phnum;

        Elf32_Half      e_shentsize;

        Elf32_Half      e_shnum;

        Elf32_Half      e_shstrndx;

} Elf32_Ehdr;
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typedef struct {

        unsigned char   e_ident[EI_NIDENT];

        Elf64_Half      e_type;

        Elf64_Half      e_machine;

        Elf64_Word      e_version;

        Elf64_Addr      e_entry;

        Elf64_Off       e_phoff;

        Elf64_Off       e_shoff;

        Elf64_Word      e_flags;

        Elf64_Half      e_ehsize;

        Elf64_Half      e_phentsize;

        Elf64_Half      e_phnum;

        Elf64_Half      e_shentsize;

        Elf64_Half      e_shnum;

        Elf64_Half      e_shstrndx;

} Elf64_Ehdr;

e_ident

先頭のバイト列は、オブジェクトファイルであることを示す印です。これらのバイトには、機
種に依存しない、ファイルの内容を復号化または解釈するためのデータが入ります。詳細な
説明は、336 ページの「ELF 識別」に記載されています。

e_type

オブジェクトファイルの種類を示します。次の種類が存在します。

名前 値 意味

ET_NONE 0 ファイルタイプが存在しない

ET_REL 1 再配置可能ファイル

ET_EXEC 2 実行可能ファイル

ET_DYN 3 共有オブジェクトファイル

ET_CORE 4 コアファイル

ET_LOSUNW 0xfefe オペレーティングシステム固有の範囲
の開始

ET_SUNW_ANCILLARY 0xfefe 補助オブジェクトファイル

ET_HISUNW 0xfefd オペレーティングシステム固有の範囲
の終了

ET_LOPROC 0xff00 プロセッサ固有の範囲の開始

ET_HIPROC 0xffff プロセッサ固有の範囲の終了

コアファイルの内容は指定されていませんが、ET_CORE タイプはコアファイルを示すために
予約されます。ET_LOPROC から ET_HIPROC までの値 (それぞれを含む) は、プロセッサ固有
のセマンティクスのために予約されています。ほかの値は、将来の使用に備えて保留され
ます。
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e_machine

個々のファイルに必要なアーキテクチャーを指定します。関連するアーキテクチャーを、次の
表に示します。

名前 値 意味

EM_NONE 0 マシンが存在しない

EM_SPARC 2 SPARC

EM_386 3 Intel 80386

EM_SPARC32PLUS 18 Sun SPARC 32+

EM_SPARCV9 43 SPARC V9

EM_AMD64 62 AMD 64

ほかの値は、将来の使用に備えて保留されます。プロセッサ固有の ELF 名の識別には、
機種名が使用されます。たとえば、e_flags に定義されるフラグでは、接頭辞 EF_ が使用
されます。EM_XYZ マシンの WIDGET というフラグは、EF_XYZ_WIDGET と呼ばれます。

e_version

オブジェクトファイルのバージョンを示します。次のバージョンが存在します。

名前 値 意味

EV_NONE 0 無効バージョン

EV_CURRENT >=1 現在のバージョン

値 1 は最初のファイル形式を示し、EV_CURRENT の値は、現在のバージョン番号を示すた
めに必要に応じて変化します。

e_entry

システムが制御を最初に渡す仮想アドレスを保持し、仮想アドレスが与えられると、プロセ
スが起動します。ファイルに関連するエントリポイントが存在しない場合、このメンバーは 0
を保持します。

e_phoff

プログラムヘッダーテーブルのファイルオフセットを保持します (単位: バイト)。ファイルにプ
ログラムヘッダーテーブルが存在しない場合、このメンバーは 0 を保持します。

e_shoff

セクションヘッダーテーブルのファイルオフセットを保持します (単位: バイト)。ファイルにセ
クションヘッダーテーブルが存在しない場合、このメンバーは 0 を保持します。
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e_flags

ファイルに対応付けられたプロセッサ固有のフラグを保持します。フラグ名
は、EF_machine「_flag」という形式をとります。このメンバーは、現在 x86 に対しては 0 で
す。SPARC の場合のフラグを、次の表に示します。

名前 値 意味

EF_SPARC_EXT_MASK 0xffff00 ベンダー拡張マスク

EF_SPARC_32PLUS 0x000100 V8+ 共通機能

EF_SPARC_SUN_US1 0x000200 Sun UltraSPARC™ 1 拡張

EF_SPARC_HAL_R1 0x000400 HAL R1 拡張

EF_SPARC_SUN_US3 0x000800 Sun UltraSPARC 3 拡張

EF_SPARCV9_MM 0x3 メモリーモデルのマスク

EF_SPARCV9_TSO 0x0 トータルストアオーダリング (TSO)

EF_SPARCV9_PSO 0x1 パーシャルストアオーダリング (PSO)

EF_SPARCV9_RMO 0x2 リラックスメモリーオーダリング (RMO)

e_ehsize

ELF ヘッダーのサイズ (単位: バイト)。

e_phentsize

ファイルのプログラムヘッダーテーブルの 1 つのエントリのサイズ (単位: バイト)。すべての
エントリは同じサイズです。

e_phnum

プログラムヘッダーテーブルのエントリ数。e_phentsize に e_phnum を掛けると、テーブルの
サイズ (単位: バイト) が求められます。ファイルにプログラムヘッダーテーブルが存在しな
い場合、e_phnum は値 0 を保持します。
プログラムヘッダーの数が PN_XNUM (0xffff) 以上である場合、このメンバーは値 PN_XNUM
(0xffff) を保持します。プログラムヘッダーテーブルエントリの実際の数は、インデックス
0 のセクションヘッダーの sh_info フィールドに含まれます。そうでない場合、初期セクショ
ンヘッダーエントリの sh_info メンバーには値 0 が入っています。表12-6「ELF セクショ
ンヘッダーテーブルエントリ: インデックス 0」 および表12-7「ELF 拡張セクションヘッダー
テーブルエントリ: インデックス 0」 を参照してください。

e_shentsize

セクションヘッダーのサイズ (単位: バイト)。1 つのセクションヘッダーは、セクションヘッ
ダーテーブルの 1 つのエントリです。すべてのエントリは同じサイズです。
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e_shnum

セクションヘッダーテーブルのエントリ数。e_shentsize に e_shnum を掛けると、セクション
ヘッダーテーブルのサイズ (単位: バイト) が求められます。ファイルにセクションヘッダー
テーブルが存在しない場合、e_shnum は値 0 を保持します。
セクション数が SHN_LORESERVE (0xff00) 以上の場合、e_shnum の値は 0 になります。セ
クションヘッダーテーブルエントリの実際の数は、インデックス 0 の sh_size フィールドに含
まれます。そうでない場合、初期セクションヘッダーエントリの sh_size メンバーには値 0
が入っています。表12-6「ELF セクションヘッダーテーブルエントリ: インデックス 0」 およ
び表12-7「ELF 拡張セクションヘッダーテーブルエントリ: インデックス 0」 を参照してくだ
さい。

e_shstrndx

セクション名文字列テーブルに対応するエントリのセクション ヘッダーテーブルイン
デックス。ファイルにセクション名文字列テーブルが存在しない場合、このメンバーは値
SHN_UNDEF を保持します。
セクション名文字列テーブルセクションのインデックスが SHN_LORESERVE (0xff00) 以上の
場合、このメンバーの値は SHN_XINDEX (0xffff) となり、セクション名文字列テーブルセク
ションの実際のインデックスはインデックス 0 のセクションヘッダーの sh_link フィールド
に入っています。そうでない場合、初期セクションヘッダーエントリの sh_link メンバーには
値 0 が入っています。表12-6「ELF セクションヘッダーテーブルエントリ: インデックス 0」
および表12-7「ELF 拡張セクションヘッダーテーブルエントリ: インデックス 0」 を参照して
ください。

ELF 識別
ELF はオブジェクトファイルの枠組みを提供し、複数のプロセッサ、複数のデータエンコード、複
数のクラスのマシンをサポートします。このオブジェクトファイルファミリをサポートするため、ファ
イルの初期バイトによりファイルの解釈方法が指定されます。これらの初期バイトは、問い合わ
せが行われるプロセッサにも、ファイルのほかの内容にも依存しません。

ELF ヘッダーおよびオブジェクトファイル の初期バイトは、e_ident メンバーに一致します。

表 12-3 ELF 識別インデックス

名前 値 目的

EI_MAG0 0 ファイルの識別

EI_MAG1 1 ファイルの識別

EI_MAG2 2 ファイルの識別

EI_MAG3 3 ファイルの識別
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名前 値 目的

EI_CLASS 4 ファイルのクラス

EI_DATA 5 データのエンコード

EI_VERSION 6 ファイルのバージョン

EI_OSABI 7 オペレーティングシステム / ABI の識別

EI_ABIVERSION 8 ABI のバージョン

EI_PAD 9 パッドバイトの開始

EI_NIDENT 16 e_ident[] のサイズ

次のインデックスは、次の値を保持するバイトにアクセスします。

EI_MAG0 - EI_MAG3

ファイルを ELF オブジェクトファイルとして識別する 4 バイトの「マジックナンバー」。次の
表を参照してください。

名前 値 位置

ELFMAG0 0x7f e_ident[EI_MAG0]

ELFMAG1 'E' e_ident[EI_MAG1]

ELFMAG2 'L' e_ident[EI_MAG2]

ELFMAG3 'F' e_ident[EI_MAG3]

EI_CLASS

バイト e_ident[EI_CLASS] は、ファイルのクラスまたは容量を示します。次の表にファイル
のクラスを示します。

名前 値 意味

ELFCLASSNONE 0 無効なクラス

ELFCLASS32 1 32 ビットオブジェクト

ELFCLASS64 2 64 ビットオブジェクト

ファイル形式は、最大マシンのサイズを最小マシンに押しつけることなしにさまざまなサイ
ズのマシン間で互換性が維持されるように設計されています。ファイルのクラスは、オブ
ジェクトファイルコンテナのデータ構造によって使用される基本タイプを定義します。オブ
ジェクトファイルセクションに含まれるデータは、異なるプログラミングモデルに準拠する場
合があります。
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クラス ELFCLASS32 は、4 ギガバイトまでのファイルと仮想アドレス空間が存在するマシン
をサポートします。このクラスは、表12-1「ELF 32 ビットデータタイプ」 で定義される基本
タイプを使用します。
クラス ELFCLASS64 は、64 ビット SPARC や x64 などの 64 ビットアーキテクチャー用に
予約されています。このクラスは、表12-2「ELF 64 ビットデータタイプ」 で定義される基
本タイプを使用します。

EI_DATA

バイト e_ident[EI_DATA] は、オブジェクトファイルのプロセッサ固有のデータのエンコード
を指定します (次の表を参照)。

名前 値 意味

ELFDATANONE 0 無効なエンコード

ELFDATA2LSB 1 図12-2「データのエンコード方法 ELFDATA2LSB」
を参照してください。

ELFDATA2MSB 2 図12-3「データのエンコード方法 ELFDATA2MSB」
を参照してください。

これらのエンコードの詳細は、339 ページの「データのエンコード」で説明します。ほかの
値は、将来の使用に備えて保留されます。

EI_VERSION

バイト e_ident[EI_VERSION] は、ELF ヘッダーバージョン番号を指定します。現在この値
は、EV_CURRENT でなければなりません。

EI_OSABI

バイト e_ident[EI_OSABI] は、オブジェクトのターゲット先となる ABI とともにオペレー
ティングシステムを識別します。ほかの ELF 構造体内のフィールドの中には、オペレーティ
ングシステム特有または ABI 特有の意味を持つフラグおよび値を保持するものがありま
す。これらのフィールドの解釈は、このバイトの値によって決定されます。Oracle Solaris
に関連した ABI 値を、次の表に示します。

名前 値 意味

ELFOSABI_NONE / ELFOSABI_SYSV 0 拡張子がないか未指定です

ELFOSABI_SOLARIS 6 Solaris

EI_ABIVERSION

バイト e_ident[EI_ABIVERSION] は、オブジェクトのターゲット先となる ABI のバージョン
を識別します。このフィールドは、ABI の互換性のないバージョンを識別するために使用し
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ます。このバージョン番号の解釈は、EI_OSABI フィールドで識別される ABI によって異な
ります。プロセッサについて EI_OSABI フィールドに値が何も指定されていない場合、または
EI_OSABI バイトの特定の値によって決定される ABI についてバージョンの値が何も指定
されていない場合は、指定なしを示すものとして値 0 が使用されます。

EI_PAD

この値は、e_ident の使用されていないバイトの先頭を示します。これらのバイトは保留さ
れ、0 に設定されます。オブジェクトファイルを読み取るプログラムは、これらの値を無視し
ます。

データのエンコード

ファイルのデータエンコード方式は、ファイルの整数タイプを解釈する方法を指定します。クラス
ELFCLASS32 のファイルおよびクラス ELFCLASS64 のファイルは、1、2、4、および 8 バイトを占め
る整数を使用して、オフセット、アドレス、およびその他の情報を表現します。定義されているエ
ンコード方式の下では、オブジェクトは次の図の説明のように表されます。バイト番号は、左上
隅に示されています。

ELFDATA2LSB をエンコードすると、最下位バイトが最低位アドレスを占める 2 の補数値が指定
されます。このエンコードは、一般的にはよく「リトルエンディアン」と呼ばれます。

図   12-2 データのエンコード方法 ELFDATA2LSB

ELFDATA2MSB をエンコードすると、最上位バイトが最低位アドレスを占める 2 の補数値が指定
されます。このエンコードは、一般的にはよく「ビッグエンディアン」と呼ばれます。
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図   12-3 データのエンコード方法 ELFDATA2MSB

セクション
オブジェクトファイルのセクションヘッダーテーブルを使用すると、ファイルのセクションすべ
てを見つけ出すことができます。セクションヘッダーテーブルは、Elf32_Shdr 構造体または
Elf64_Shdr 構造体の配列です。セクションヘッダーテーブルインデックスは、この配列への添
字です。ELF ヘッダーの e_shoff メンバーは、ファイルの先頭からセクションヘッダーテーブル
までのバイトオフセットを示します。e_shnum メンバーは、セクションヘッダーテーブルに含まれる
エントリ数を示します。e_shentsize メンバーは、各エントリのバイト単位の大きさを示します。

セクション数が SHN_LORESERVE (0xff00) 以上の場合、e_shnum の値は SHN_UNDEF (0) になり
ます。セクションヘッダーテーブルエントリの実際の数は、インデックス 0 の sh_size フィールド
に含まれます。そうでない場合、初期エントリの sh_size メンバーには値 0 が入っています。

セクションヘッダーテーブルインデックスの中には、インデックスサイズが制限されている文
脈で予約されているものがあります。たとえば、シンボルテーブルエントリの st_shndx メン
バー、ELF ヘッダーの e_shnum メンバーと e_shstrndx メンバーなどがそうです。このような文脈
では、予約値はオブジェクトファイル内の実際のセクションを示しません。また、このような文脈
では、エスケープ値は、実際のセクションインデックスがどこかもっと大きなフィールド内に存在
することを示します。

表 12-4 ELF セクションの特殊インデックス

名前 値

SHN_UNDEF 0
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名前 値

SHN_LORESERVE 0xff00

SHN_LOPROC 0xff00

SHN_BEFORE 0xff00

SHN_AFTER 0xff01

SHN_AMD64_LCOMMON 0xff02

SHN_HIPROC 0xff1f

SHN_LOOS 0xff20

SHN_LOSUNW 0xff3f

SHN_SUNW_IGNORE 0xff3f

SHN_HISUNW 0xff3f

SHN_HIOS 0xff3f

SHN_ABS 0xfff1

SHN_COMMON 0xfff2

SHN_XINDEX 0xffff

SHN_HIRESERVE 0xffff

注記 - インデックス 0 は未定義値として予約されますが、セクションヘッダーテーブルにはイン
デックス 0 のエントリが存在します。つまり、ELF ヘッダーの e_shnum メンバーが、ファイルのセ
クションヘッダーテーブルに 6 つのエントリが存在することを示している場合、これら 6 つのエ
ントリにはインデックス 0 から 5 までが与えられます。先頭のエントリの内容は、このセクション
の末尾に記述します。

SHN_UNDEF

未定義、存在しない、無関係など、無意味なセクション参照。たとえば、セクション番号
SHN_UNDEF に関して「定義された」シンボルは、未定義シンボルです。

SHN_LORESERVE

予約済みインデックスの範囲の下限。

SHN_LOPROC - SHN_HIPROC

この両端を含む範囲の値は、プロセッサ固有のセマンティクスのために予約されています。

SHN_LOOS - SHN_HIOS

この両端を含む範囲の値は、オペレーティングシステム固有のセマンティクスのために予
約されています。
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SHN_LOSUNW - SHN_HISUNW

この両端を含む範囲の値は、Sun 固有のセマンティクスのために予約されています。

SHN_SUNW_IGNORE

このセクションインデックスは、再配置可能オブジェクト内の一時的なシンボル定義を提
供します。dtrace(1M)の内部使用のため予約されています。

SHN_BEFORE、SHN_AFTER

SHF_LINK_ORDER および SHF_ORDERED セクションフラグとともに先頭および末尾のセクショ
ンの順序付けを行います。表12-8「ELF セクションの属性フラグ」 を参照してください。

SHN_AMD64_LCOMMON

x64 固有の共通ブロックラベル。このラベルは SHN_COMMON に似ていますが、大規模な共
通ブロックの識別をサポートする点が異なります。

SHN_ABS

対応する参照の絶対値。たとえば、セクション番号 SHN_ABS からの相対で定義されたシン
ボルは絶対値をとり、再配置の影響を受けません。

SHN_COMMON

このセクションに対して相対的に定義されるシンボルは、FORTRAN の COMMON や割り当
てられていない C 外部変数などの共通シンボルです。これらのシンボルは、一時的シン
ボルと呼ばれることもあります。

SHN_XINDEX

実際のセクションヘッダーインデックスが大きすぎて格納先のフィールドに入りきらないこと
を示すエスケープ値。ヘッダーセクションインデックスは、このインデックスが出現する構造
体に固有の別の場所に存在します。

SHN_HIRESERVE

予約済みインデックスの範囲の上限。システムは、SHN_LORESERVE から SHN_HIRESERVE ま
でのインデックスを予約します。値は、セクションヘッダーテーブルを参照しません。セクショ
ンヘッダーテーブルには予約されているインデックスのエントリは存在しません。

セクションには、ELF ヘッダー、プログラムヘッダーテーブル、セクションヘッダーテーブルを除く、
オブジェクトファイルのすべての情報が存在します。また、オブジェクトファイルのセクションは
次の条件を満たします。

■ オブジェクトファイルの各セクションには、そのセクションを記述するセクションヘッダーが
ちょうど 1 つ含まれます。対応するセクションが存在しないセクションヘッダーが存在するこ
ともあります。

■ 各セクションは、ファイル内で連続するバイトシーケンス (空の場合もある) を占めます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mdtrace-1m
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■ ファイル内のセクション同士は重なりません。ファイル内のどのバイトも複数のセクションに
属することはありません。

■ オブジェクトファイルには、使用されていない領域が存在することがあります。さまざまな
ヘッダーとセクションは、オブジェクトファイルのすべてのバイトをカバーしないことがありま
す。使用されていないデータの内容は不定です。

セクションヘッダーの構造体は、次のとおりです。sys/elf.h を参照してください。

typedef struct {

        elf32_Word      sh_name;

        Elf32_Word      sh_type;

        Elf32_Word      sh_flags;

        Elf32_Addr      sh_addr;

        Elf32_Off       sh_offset;

        Elf32_Word      sh_size;

        Elf32_Word      sh_link;

        Elf32_Word      sh_info;

        Elf32_Word      sh_addralign;

        Elf32_Word      sh_entsize;

} Elf32_Shdr;

typedef struct {

        Elf64_Word      sh_name;

        Elf64_Word      sh_type;

        Elf64_Xword     sh_flags;

        Elf64_Addr      sh_addr;

        Elf64_Off       sh_offset;

        Elf64_Xword     sh_size;

        Elf64_Word      sh_link;

        Elf64_Word      sh_info;

        Elf64_Xword     sh_addralign;

        Elf64_Xword     sh_entsize;

} Elf64_Shdr;

sh_name

セクション名。このメンバー値はセクションヘッダーの文字列テーブルセクションへのイン
デックスで、ヌル文字で終わる文字列の位置を示します。セクション名とその説明は、表
12-12「ELF 特殊セクション」 を参照してください。

sh_type

セクションの内容とセマンティクスを分類します。セクションの種類とその説明は、表
12-5「ELF セクションタイプ、sh_type」 を参照してください。

sh_flags

セクションは、さまざまな属性を記述する 1 ビットフラグをサポートします。フラグの定義
は、表12-8「ELF セクションの属性フラグ」 を参照してください。
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sh_addr

セクションがプロセスのメモリーイメージに現れる場合、このメンバーはセクションの先頭バ
イトが存在しなければならないアドレスを与えます。セクションがプロセスのメモリーイメージ
に現れない場合、このメンバーには 0 が存在します。

sh_offset

ファイルの先頭からセクションの先頭バイトまでのバイトオフセット。SHT_NOBITS 型のセク
ションの場合はファイル内のスペースを占めないため、このメンバーは、ファイル内の概念
的なオフセットを示します。

sh_size

セクションのサイズ (バイト)。セクションのタイプが SHT_NOBITS でないかぎり、セクション
はファイルの sh_size バイトを占めます。タイプが SHT_NOBITS のセクションは、0 以外の
サイズをとることがありますが、ファイルのスペースは占めません。

sh_link

セクションヘッダーテーブルのインデックスリンク。このリンクの解釈は、セクションのタイプ
に依存します。値については、表12-9「ELF sh_link と sh_info の解釈」 を参照してくだ
さい。

sh_info

追加情報。情報の解釈は、セクションのタイプに依存します。値については、表12-9「ELF
sh_link と sh_info の解釈」 を参照してください。このセクションヘッダーの sh_flags
フィールドに属性 SHF_INFO_LINK が含まれている場合、このメンバーはセクションヘッダー
テーブルインデックスを表します。

sh_addralign

いくつかのセクションには、アドレス整列制約が存在します。たとえば、あるセクションが 2
語で構成されるデータを保持している場合、システムはそのセクション全体に対して 2 語
単位の整列を保証しなければなりません。この場合、sh_addr の値は、sh_addralign の値
を法として 0 でなければなりません。現在、0、および 2 の非負整数累乗のみが許可されて
います。値 0 と 1 は、セクションに整列制約が存在しないことを意味します。

sh_entsize

いくつかのセクションは、サイズが一定のエントリのテーブル (シンボルテーブルなど) を保
持します。このようなセクションに対してこのメンバーは、各エントリのサイズ (単位: バイト)
を与えます。サイズが一定のエントリのテーブルをセクションが保持しない場合、このメン
バーには 0 が格納されます。

セクションヘッダーの sh_type メンバーは、次の表に示すようにこのセクションのセマンティクス
を示します。
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表 12-5 ELF セクションタイプ、sh_type

名前 値

SHT_NULL 0

SHT_PROGBITS 1

SHT_SYMTAB 2

SHT_STRTAB 3

SHT_RELA 4

SHT_HASH 5

SHT_DYNAMIC 6

SHT_NOTE 7

SHT_NOBITS 8

SHT_REL 9

SHT_SHLIB 10

SHT_DYNSYM 11

SHT_INIT_ARRAY 14

SHT_FINI_ARRAY 15

SHT_PREINIT_ARRAY 16

SHT_GROUP 17

SHT_SYMTAB_SHNDX 18

SHT_LOOS 0x60000000

SHT_LOSUNW 0x6fffffee

SHT_SUNW_ancillary 0x6fffffee

SHT_SUNW_capchain 0x6fffffef

SHT_SUNW_capinfo 0x6ffffff0

SHT_SUNW_symsort 0x6ffffff1

SHT_SUNW_tlssort 0x6ffffff2

SHT_SUNW_LDYNSYM 0x6ffffff3

SHT_SUNW_dof 0x6ffffff4

SHT_SUNW_cap 0x6ffffff5

SHT_SUNW_SIGNATURE 0x6ffffff6

SHT_SUNW_ANNOTATE 0x6ffffff7

SHT_SUNW_DEBUGSTR 0x6ffffff8

SHT_SUNW_DEBUG 0x6ffffff9
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名前 値

SHT_SUNW_move 0x6ffffffa

SHT_SUNW_COMDAT 0x6ffffffb

SHT_SUNW_syminfo 0x6ffffffc

SHT_SUNW_verdef 0x6ffffffd

SHT_SUNW_verneed 0x6ffffffe

SHT_SUNW_versym 0x6fffffff

SHT_HISUNW 0x6fffffff

SHT_HIOS 0x6fffffff

SHT_LOPROC 0x70000000

SHT_SPARC_GOTDATA 0x70000000

SHT_AMD64_UNWIND 0x70000001

SHT_HIPROC 0x7fffffff

SHT_LOUSER 0x80000000

SHT_HIUSER 0xffffffff

SHT_NULL

セクションヘッダーが無効であることを示します。このセクションヘッダーには、関連付けら
れているセクションは存在しません。セクションヘッダーのほかのメンバーの値は不定で
す。

SHT_PROGBITS

プログラムによって定義された情報を示します。その形式や意味はすべて、プログラムに
よって決定されます。

SHT_SYMTAB、SHT_DYNSYM、SHT_SUNW_LDYNSYM

シンボルテーブルを示します。一般に、SHT_SYMTAB セクションはリンク編集に関するシン
ボルを示します。このテーブルには完全なシンボルテーブルとして、動的リンクに不要な多
くのシンボルが存在することがあります。また、オブジェクトファイルには SHT_DYNSYM セク
ション (動的リンクシンボルの最小セットを保持して領域をセクション約している) が存在
することがあります。
SHT_DYNSYM は、SHT_SUNW_LDYNSYM セクションで拡張することもできます。この追加セク
ションは、局所関数シンボルを実行時環境に提供しますが、動的リンクには必要ありませ
ん。このセクションを追加することで、SHT_SYMTAB を割り当てることができないために、テー
ブルが使用できないまたはファイルから削除されたときでも、デバッガは実行時状況で正
確なスタックトレースを行うことができます。また、このセクションは、dladdr(3C)が使用す
る追加シンボリック情報を実行時環境に提供します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adladdr-3c
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SHT_SUNW_LDYNSYM セクションと SHT_DYNSYM セクションの両方があるときは、リンカーはそ
れらのデータ領域を並べて配置します。SHT_SUNW_LDYNSYM セクションは SHT_DYNSYM セク
ションの前に配置されます。このように配置されることで、SHT_SYMTAB の追加シンボルを
含めて、これらの 2 つのテーブルを大きな 1 つの連続したシンボルテーブルとして表示す
ることができます。
詳細は、396 ページの「シンボルテーブルセクション」を参照してください。

SHT_STRTAB、SHT_DYNSTR

文字列テーブルを示します。オブジェクトファイルには、複数の文字列テーブルセクションを
指定できます。詳細は、395 ページの「文字列テーブルセクション」を参照してください。

SHT_RELA

32 ビットクラスのオブジェクトファイル用のタイプ Elf32_Rela など、明示的加数を含む再
配置エントリを示します。オブジェクトファイルには、複数の再配置セクションを指定できま
す。詳細は、381 ページの「再配置セクション」を参照してください。

SHT_HASH

シンボルハッシュテーブルを示します。動的にリンクされたオブジェクトファイルには、シン
ボルハッシュテーブルが存在しなければなりません。現在、オブジェクトファイルにはハッ
シュテーブルは 1 つしか存在できませんが、この制約は将来、緩和されるかもしれません。
詳細は、376 ページの「ハッシュテーブルセクション」を参照してください。

SHT_DYNAMIC

動的リンク処理用の情報を示します。現在、オブジェクトファイルには動的セクションを 1
つだけ含めることができます。詳細は、431 ページの「動的セクション」を参照してくださ
い。

SHT_NOTE

ファイルに何らかの方法で付加すべき情報を示します。詳細は、379 ページの「注釈セ
クション」を参照してください。

SHT_NOBITS

ファイル内の領域を占有しないセクションを示し、このセクションは、その他の点では
SHT_PROGBITS に似ています。このセクションにはデータは存在しませんが、sh_offset メン
バーには概念上のファイルオフセットが存在します。

SHT_REL

32 ビットクラスのオブジェクトファイル用のタイプ Elf32_Rel など、明示的加数を含まな
い再配置エントリを示します。オブジェクトファイルには、複数の再配置セクションを指定で
きます。詳細は、381 ページの「再配置セクション」を参照してください。

SHT_SHLIB

セマンティクスが定義されていない予約済みセクションを示します。この型のセクションが
存在するプログラムは、ABI に準拠しません。
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SHT_INIT_ARRAY

初期設定関数へのポインタの配列を含むセクションを示します。配列内の各ポイン
タは、void を戻り値とする、パラメータを持たないプロシージャーと見なされます。詳細
は、37 ページの「初期設定および終了セクション」を参照してください。

SHT_FINI_ARRAY

終了関数へのポインタの配列を含むセクションを示します。配列内の各ポインタ
は、void を戻り値とする、パラメータを持たないプロシージャーと見なされます。詳細
は、37 ページの「初期設定および終了セクション」を参照してください。

SHT_PREINIT_ARRAY

ほかのすべての初期設定関数の前に呼び出される関数へのポインタの配列を含むセク
ションを示します。配列内の各ポインタは、void を戻り値とする、パラメータを持たないプロ
シージャーと見なされます。詳細は、37 ページの「初期設定および終了セクション」を参照
してください。

SHT_GROUP

セクショングループを示します。セクショングループとは、関連する一連のセクションであり、
リンカーは 1 つの単位として扱う必要があります。タイプが SHT_GROUP であるセクション
は、再配置可能オブジェクト内にしか存在できません。詳細は、370 ページの「グループ
セクション」を参照してください。

SHT_SYMTAB_SHNDX

拡張されたセクションインデックスが入ったセクション (シンボルテーブルに関連 付
けられている) を示します。シンボルテーブルによって参照されているセクションヘッ
ダーインデックスのいずれかにエスケープ値 SHN_XINDEX が含まれる場合は、関連する
SHT_SYMTAB_SHNDX が必要です。
SHT_SYMTAB_SHNDX セクションは、Elf32_Word 値の配列です。この配列には、関連する
シンボルテーブルエントリごとに 1 つのエントリが存在します。これらの値は、シンボル
テーブルエントリが定義されているセクションヘッダーインデックスを示します。一致する
Elf32_Word に実際のセクションヘッダーインデックスが含まれるのは、対応するシンボル
テーブルエントリの st_shndx フィールドにエスケープ値 SHN_XINDEX が含まれる場合だけ
です。そうでない場合、エントリは必ず SHN_UNDEF (0) です。

SHT_LOOS – SHT_HIOS

この両端を含む範囲の値は、オペレーティングシステム固有のセマンティクスのために予
約されています。

SHT_LOSUNW – SHT_HISUNW

この両端を含む範囲の値は、Oracle Solaris OS 用のセマンティクスのために予約され
ています。
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SHT_SUNW_ancillary

オブジェクトが補助オブジェクトのグループの一部であることを示します。グループ
を構成するすべてのファイルを識別するために必要な情報が含まれています。詳細
は、368 ページの「補助セクション」を参照してください。

SHT_SUNW_capchain

機能ファミリメンバーを集めたインデックスの配列です。配列の最初の要素は連鎖バージョ
ンメンバーです。この要素の後に来るのは、0 で終了する一連の機能シンボルインデックス
です。インデックスの 0 で終了する各グループは機能ファミリを表します。各ファミリの最初
の要素は機能の先頭のシンボルです。次の要素はファミリメンバーを指します。詳細につ
いては、372 ページの「機能セクション」を参照してください。

SHT_SUNW_capinfo

シンボルテーブルエントリを機能要件に関連付けるインデックスの配列と、その先頭の機
能シンボルです。シンボル機能を定義するオブジェクトには SHT_SUNW_cap セクションが
含まれています。SHT_SUNW_cap セクションのヘッダー情報は、関連する SHT_SUNW_capinfo
セクションを指します。SHT_SUNW_capinfo セクションのヘッダー情報は、関連するシンボル
テーブルセクションを指します。詳細については、372 ページの「機能セクション」を参照
してください。

SHT_SUNW_symsort

並んで配置される SHT_SUNW_LDYNSYM セクションと SHT_DYNSYM セクションによって
作成される動的なシンボルテーブルへのインデックスの配列。これらのインデックス
は、SHT_SUNW_LDYNSYM セクションの開始位置からの相対値です。インデックスはメモリーア
ドレスを含み、上記のシンボルを参照します。インデックスは、アドレスの昇順にシンボルを
参照するようにソートされます。

SHT_SUNW_tlssort

並んで配置される SHT_SUNW_LDYNSYM セクションと SHT_DYNSYM セクションによって
作成される動的なシンボルテーブルへのインデックスの配列。これらのインデックス
は、SHT_SUNW_LDYNSYM セクションの開始位置からの相対値です。インデックスは、スレッド
固有ストレージシンボルを参照します。第14章「スレッド固有ストレージ (TLS)」を参照して
ください。インデックスは、オフセットの昇順にシンボルを参照するようにソートされます。

SHT_SUNW_LDYNSYM

非大域シンボル用の動的シンボルテーブル。すでに説明した
「SHT_SYMTAB、SHT_DYNSYM、SHT_SUNW_LDYNSYM」を参照してください。

SHT_SUNW_dof

dtrace(1M)の内部使用のため予約されています。

SHT_SUNW_cap

機能要件を指定します。詳細については、372 ページの「機能セクション」を参照してく
ださい。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mdtrace-1m
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SHT_SUNW_SIGNATURE

モジュール検証用の署名を示します。

SHT_SUNW_ANNOTATE

注釈セクションの処理は、デフォルトのセクション処理規則のすべてに従います。唯一の
例外は、注釈セクションが割り当て不可能なメモリー内に存在する場合に発生します。セク
ションのヘッダーフラグ SHF_ALLOC が設定されていないと、 リンカーは、このセクションに
対する未対応の再配置をすべて黙って無視します。

SHT_SUNW_DEBUGSTR、 SHT_SUNW_DEBUG

デバッグ情報を示します。このタイプのセクションは、リンカーの -z strip-class オプショ
ンを使用するか、あるいはリンク編集後に strip(1)を使用すると、オブジェクトから取り
除くことができます。

SHT_SUNW_move

部分的に初期設定されたシンボルを処理するためのデータを示します。詳細
は、377 ページの「移動セクション」を参照してください。

SHT_SUNW_COMDAT

同一データの複数のコピーを単一のコピーに低減することを可能にするセクションを示しま
す。詳細は、370 ページの「COMDAT セクション」を参照してください。

SHT_SUNW_syminfo

追加のシンボル情報を示します。詳細は、409 ページの「Syminfo テーブルセクショ
ン」を参照してください。

SHT_SUNW_verdef

このファイルで定義された細粒度のバージョンを示します。詳細は、411 ページの「バー
ジョン定義セクション」を参照してください。

SHT_SUNW_verneed

このファイルが必要とする細粒度の依存関係を示します。詳細は、413 ページの「バー
ジョン依存関係セクション」を参照してください。

SHT_SUNW_versym

シンボルと、ファイルが提供するバージョン定義との関係を記述したテーブルを示します。
詳細は、415 ページの「バージョンシンボルセクション」を参照してください。

SHT_LOPROC - SHT_HIPROC

この両端を含む範囲の値は、プロセッサ固有のセマンティクスのために予約されています。

SHT_SPARC_GOTDATA

GOT からの相対アドレスを使って参照される、SPARC 固有のデータを示します。つまり、シ
ンボル _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ に割り当てられたアドレスに対する相対的なオフセットで

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1strip-1
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す。64 ビット SPARC の場合、このセクション内のデータは、リンク編集時に GOT アドレス
の {+-} 2^32 バイト内の場所に結合されなければなりません。

SHT_AMD64_UNWIND

スタックを巻き戻すための巻き戻し (unwind) 関数テーブルエントリを含む、x64 固有の
データを示します。

SHT_LOUSER

アプリケーションプログラム用として予約されているインデックスの範囲の下限を指定しま
す。

SHT_HIUSER

アプリケーションプログラム用として予約されているインデックスの範囲の上限を指定しま
す。SHT_LOUSER から SHT_HIUSER までのセクション型は、現在の、または将来のシステム定
義セクション型と競合することなくアプリケーションで使用できます。

ほかのセクション型の値は、保留されています。先に述べたとおり、そのインデックスが未定義
セクション参照を示している場合でも、インデックス 0 (SHN_UNDEF) のセクションヘッダーは存
在します。その値は次の表のとおりです。

表 12-6 ELF セクションヘッダーテーブルエントリ: インデックス 0

名前 値 注意

sh_name 0 名前が存在しない

sh_type SHT_NULL 使用されない

sh_flags 0 フラグが存在しない

sh_addr 0 アドレスが存在しない

sh_offset 0 ファイルオフセットが存在しない

sh_size 0 サイズが存在しない

sh_link SHN_UNDEF リンク情報が存在しない

sh_info 0 補助情報が存在しない

sh_addralign 0 整列が存在しない

sh_entsize 0 エントリが存在しない

セクションまたはプログラムヘッダーの数が ELF ヘッダーデータサイズを超えた場合、セクショ
ンヘッダー 0 の構成要素を使って拡張 ELF ヘッダー属性が定義されます。その値は次の表の
とおりです。
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表 12-7 ELF 拡張セクションヘッダーテーブルエントリ: インデックス 0

名前 値 注意

sh_name 0 名前が存在しない

sh_type SHT_NULL 使用されない

sh_flags 0 フラグが存在しない

sh_addr 0 アドレスが存在しない

sh_offset 0 ファイルオフセットが存在しない

sh_size e_shnum セクションヘッダーテーブルのエント
リ数

sh_link e_shstrndx セクション名文字列テーブルに対応
するエントリのセクション ヘッダーイ
ンデックス

sh_info e_phnum プログラムヘッダーテーブルのエント
リ数

sh_addralign 0 整列が存在しない

sh_entsize 0 エントリが存在しない

セクションヘッダーの sh_flags メンバーは、セクションの属性を記述する 1 ビットフラグを保持
します。

表 12-8 ELF セクションの属性フラグ

名前 値

SHF_WRITE 0x1

SHF_ALLOC 0x2

SHF_EXECINSTR 0x4

SHF_MERGE 0x10

SHF_STRINGS 0x20

SHF_INFO_LINK 0x40

SHF_LINK_ORDER 0x80

SHF_OS_NONCONFORMING 0x100

SHF_GROUP 0x200

SHF_TLS 0x400

SHF_COMPRESSED 0x800

SHF_MASKOS 0x0ff00000

SHF_SUNW_NODISCARD 0x00100000
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名前 値

SHF_SUNW_ABSENT 0x00200000

SHF_SUNW_PRIMARY 0x00400000

SHF_MASKPROC 0xf0000000

SHF_AMD64_LARGE 0x10000000

SHF_ORDERED 0x40000000

SHF_EXCLUDE 0x80000000

sh_flags にフラグビットが設定されると、属性がセクションに対して「オン」になります。設定さ
れない場合は、属性が「オフ」になるか、または適用されません。定義されていない属性は保留
され、0 に設定されています。

SHF_WRITE

プロセス実行中に書き込み可能にすべきセクションを示します。

SHF_ALLOC

プロセス実行中にメモリーを占有するセクションを示します。いくつかの制御セクションは、
オブジェクトファイルのメモリーイメージに存在しません。この属性は、これらのセクションに
対してオフです。

SHF_EXECINSTR

実行可能なマシン命令を含むセクションを示します。

SHF_MERGE

マージして重複をなくすことの可能なデータを含むセクションを示します。同時に
SHF_STRINGS フラグが設定されていないかぎり、このセクション内のデータ要素は統一さ
れたサイズになります。各要素のサイズは、セクションヘッダーの sh_entsize フィールド
で指定されます。同時に SHF_STRINGS フラグも設定されている場合は、データ要素はヌ
ル文字で終わる文字列で構成されています。各文字のサイズは、セクションヘッダーの
sh_entsize フィールドで指定されます。

SHF_STRINGS

ヌル文字で終わっている文字列で構成されるセクションを示します。各文字のサイズは、セ
クションヘッダーの sh_entsize フィールドで指定されます。

SHF_INFO_LINK

このセクションヘッダーの sh_info フィールドには、セクションヘッダーテーブルのインデック
スが格納されます。
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SHF_LINK_ORDER

このセクションは、リンカーに特別な順序の要求を追加します。この要求は、このセクション
のヘッダーの sh_link フィールドが別のセクション (リンク先のセクション) を参照する場
合に適用されます。このセクションを出力ファイル内のほかのセクションと結合する場合、
結合対象セクションと同じ相対的な順序で現われます。同様に、リンク先のセクションは、
それが結合されるセクションに現われます。リンク先のセクションは順不同でなければなら
ず、その結果 SHF_LINK_ORDER または SHF_ORDERED を指定することはできません。
特殊な sh_link 値である SHN_BEFORE および SHN_AFTER (表12-4「ELF セクションの特
殊インデックス」 を参照) は、順序付けされるセット内のほかのすべてのセクションに対し
て、ソートされたセクションがそれぞれ前またはあとに付くことを示します。順序付けの対象
となるセクションの複数にこれらの特殊値の 1 つが存在する場合、入力ファイルが指定さ
れた順序は保存されます。
このフラグを使用する場合の典型的なものとして、アドレスの順序でテキストまたはデータ
セクションを参照するテーブルを構築する場合があります。
sh_link 順序付け情報が存在しない場合、出力ファイルの 1 つのセクション内にまとめら
れた単一入力ファイルからのセクションは、連続的になります。これらのセクションの相対
順序付けは、入力ファイル内のセクションの相対順序付けと同じになります。複数の入力
ファイルからの場合は、リンクコマンドで指定された順序になります。

SHF_OS_NONCONFORMING

このセクションは、不適切な動作を避けるために、標準のリンク処理規則に含まれない OS
固有の特殊処理を必要とします。このセクションが、これらのフィールドに対して sh_type
値を持つか、OS 固有の範囲内にある sh_flags ビットを含み、かつリンカーがこれらの値
を認識しない場合は、このセクションを含むオブジェクトファイルは拒否され、エラーが出
力されます。

SHF_GROUP

このセクションは、セクショングループのメンバー (おそらく唯一のメンバー) です。このセク
ションは、タイプ SHT_GROUP のセクションに参照されなければなりません。SHF_GROUP フラ
グは、再配置可能オブジェクト内に含まれるセクションに対してしか設定できません。詳細
は、370 ページの「グループセクション」を参照してください。

SHF_TLS

このセクションには、スレッド固有ストレージが格納されます。プロセス内の各スレッドは、こ
のデータのインスタンスをそれぞれ別個に持ちます。詳細は、第14章「スレッド固有ストレー
ジ (TLS)」を参照してください。

SHF_COMPRESSED

圧縮データを含むセクションを示します。SHF_COMPRESSED は、割り当て不可のセク
ションにのみ適用され、SHF_ALLOC と組み合わせて使用することはできません。さ
らに、SHF_COMPRESSED はタイプ SHT_NOBITS のセクションに適用できません。詳細
は、359 ページの「セクションの圧縮」を参照してください。
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SHF_MASKOS

このマスクに含まれるビットはすべて、オペレーティングシステム固有のセマンティクスのた
めに予約されています。

SHF_SUNW_NODISCARD

このセクションは、リンカーによって破棄されず、常に出力オブジェクトにコピーされます。リ
ンカーには、使用されない入力セクションをリンク編集から破棄する機能が用意されていま
す。SHF_SUNW_NODISCARD セクションフラグは、このような最適化からセクションを除外しま
す。

SHF_SUNW_ABSENT

このセクションのデータがこのファイルに存在しないことを示します。補助オブジェクトが作
成されると、プライマリオブジェクトと補助オブジェクトがすべて同じセクションヘッダー配
列を持ちます。この構成により、これらのオブジェクトに含まれる情報のマージが容易にな
り、単一のシンボルテーブルを使用できるようになります。各ファイルには、セクションデータ
のサブセットが含まれています。割り当て可能なセクションのデータはプライマリオブジェ
クトに書き込まれますが、割り当て不可のセクションのデータは補助ファイルに書き込まれ
ます。SHF_SUNW_ABSENT フラグは、セクションのデータが検査しているオブジェクトに存在
しないことを示します。SHF_SUNW_ABSENT フラグが設定されたときは、セクションヘッダーの
sh_size フィールドが 0 である必要があります。SHF_SUNW_ABSENT セクションを検出したア
プリケーションは、このセクションを無視するか、または関連するいずれかの補助ファイル
内でセクションデータを検索するかを選択できます。93 ページの「デバッガによる補助オブ
ジェクトのアクセスと使用」を参照してください。

SHF_SUNW_PRIMARY

補助オブジェクトが作成されたときのデフォルトの動作では、すべての割り当て可能なセ
クションがプライマリオブジェクトに書き込まれ、すべての割り当て不可のセクションが補
助オブジェクトに書き込まれます。SHF_SUNW_PRIMARY フラグは、この動作をオーバーライド
します。SHF_SUNW_PRIMARY フラグが設定されたもう 1 つの入力セクションを含む出力セク
ションは、プライマリオブジェクトに書き込まれます。

SHF_MASKPROC

このマスクに含まれるビットはすべて、プロセッサ固有のセマンティクスのために予約され
ています。

SHF_AMD64_LARGE

x64 用のデフォルトコンパイルモデルで使用できるのは、32 ビットのディスプレイスメント
だけです。このディスプレイスメントでは、セクションのサイズ (最終的にはセグメントのサ
イズ) が 2G バイトに制限されます。この属性フラグは、2G バイトを超えるデータを格納で
きるセクションを識別します。このフラグを使えば、異なるコードモデルを使用するオブジェ
クトファイルのリンク処理を行えます。
SHF_AMD64_LARGE 属性フラグを含まない x64 オブジェクトファイルセクションは、小規模
コードモデルを使用するオブジェクトから自由に参照できます。このフラグを含むセクション
は、それよりも規模の大きいコードモデルを使用するオブジェクトからしか参照できません。
たとえば、x64 中規模コードモデルのオブジェクトは、この属性フラグを含むセクション内
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のデータとこの属性フラグを含まないセクション内のデータを参照できます。ところが、x64
小規模コードモデルのオブジェクトは、このフラグを含まないセクション内のデータしか参
照できません。

SHF_ORDERED

SHF_ORDERED は SHF_LINK_ORDER が提供する機能の古いバージョンであ
り、SHF_LINK_ORDER に置き換えられました。SHF_ORDERED は 2 つの異なる機能を提供しま
す。1 つは、出力セクションを指定できる機能、もう 1 つは、リンカーから特別な順序付け要
件を要求する機能です。
SHF_ORDERED セクションの sh_link フィールドはセクションのリンクリストを形成します。こ
のリストは、自分自身を指す sh_link を持つ最終セクションで終了します。このリストにあ
るすべてのセクションは、リストの最終セクションの名前を使用して、出力セクションに割り
当てられます。
順序付けられるセクションの sh_info エントリが同一入力ファイル内の有効セクションの
場合、順序付けられるセクションは、sh_info エントリでポイントされるセクションの出力
ファイル内の相対順序付けに基づいて整列されます。sh_info エントリによって指された
セクションは順不同でなければならず、その結果、SHF_LINK_ORDER または SHF_ORDERED を
指定することができません。
特殊な sh_info 値である SHN_BEFORE および SHN_AFTER (表12-4「ELF セクションの特
殊インデックス」 を参照) は、順序付けされるセット内のほかのすべてのセクションに対し
て、ソートされたセクションがそれぞれ前またはあとに付くことを示します。順序付けの対象
となるセクションの複数にこれらの特殊値の 1 つが存在する場合、入力ファイルが指定さ
れた順序は保存されます。
sh_info 順序付け情報が存在しない場合、出力ファイルの 1 つのセクション内にまとめら
れた単一入力ファイルからのセクションは、連続的になります。これらのセクションの相対
順序付けは、入力ファイル内で表示されるセクションの相対順序付けと同じになります。複
数の入力ファイルからの場合は、リンクコマンドで指定された順序になります。

SHF_EXCLUDE

このセクションは、実行可能オブジェクトまたは共有オブジェクトのリンク編集への入力か
ら除外されます。このフラグは、SHF_ALLOC フラグが設定されている場合、またはセクション
に対する参照が存在する場合、無視されます。

セクションヘッダーの 2 つのメンバー sh_link と sh_info は、セクション型に従って特殊な情
報を保持します。

表 12-9 ELF sh_link と sh_info の解釈

sh_type sh_link sh_info

SHT_DYNAMIC 関連付けられている文字列テーブルの
セクションヘッダーインデックス。

0

SHT_HASH 関連付けられているシンボルテーブル
のセクションヘッダーインデックス。

0
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sh_type sh_link sh_info

SHT_REL

SHT_RELA

関連付けられているシンボルテーブル
のセクションヘッダーインデックス。

再配置が適用されるセクションのセク
ションヘッダーインデックス、それ以外
の場合は 0。表12-12「ELF 特殊セク
ション」 と 381 ページの「再配置セ
クション」も参照してください。

SHT_SYMTAB

SHT_DYNSYM

関連付けられている文字列テーブルの
セクションヘッダーインデックス。

最後の局所シンボルのシンボルテー
ブルインデックス STB_LOCAL より 1 大
きい。

SHT_GROUP 関連付けられているシンボルテーブル
のセクションヘッダーインデックス。

関連付けられているシンボルテーブル
内のエントリの、シンボルテーブルイン
デックス。指定されたシンボルテーブ
ルエントリの名前は、そのセクショング
ループのシグニチャを提供します。

SHT_SYMTAB_SHNDX 関連付けられているシンボルテーブル
のセクションヘッダーインデックス。

0

SHT_SUNW_ancillary 関連付けられている文字列テーブルの
セクションヘッダーインデックス。

0

SHT_SUNW_cap シンボル機能が存在する場合、関連
する SHT_SUNW_capinfo テーブルのセ
クションヘッダーインデックス。そうでな
い場合は 0。

機能が名前付きの文字列を参照する
場合、関連する文字列テーブルのセク
ションヘッダーインデックス。そうでない
場合は 0。

SHT_SUNW_capinfo 関連付けられているシンボルテーブル
のセクションヘッダーインデックス。

動的オブジェクトの場合、関連する
SHT_SUNW_capchain テーブルのセク
ションヘッダーインデックス。そうでない
場合は 0。

SHT_SUNW_symsort 関連付けられているシンボルテーブル
のセクションヘッダーインデックス。

0

SHT_SUNW_tlssort 関連付けられているシンボルテーブル
のセクションヘッダーインデックス。

0

SHT_SUNW_LDYNSYM 関連付けられている文字列テーブルの
セクションヘッダーインデックス。このイ
ンデックスは、SHT_DYNSYM セクション
で使用される文字列テーブルと同じで
す。

最後の局所シンボルのシンボルテー
ブルインデックス STB_LOCAL より 1 大
きい。SHT_SUNW_LDYNSYM には局所シ
ンボルしか含まれないので、sh_info
はテーブル内のシンボル数に等しくな
ります。

SHT_SUNW_move 関連付けられているシンボルテーブル
のセクションヘッダーインデックス。

0

SHT_SUNW_COMDAT 0 0
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sh_type sh_link sh_info

SHT_SUNW_syminfo 関連付けられているシンボルテーブル
のセクションヘッダーインデックス。

関連付けられている .dynamic セク
ションのセクションヘッダーインデック
ス。

SHT_SUNW_verdef 関連付けられている文字列テーブルの
セクションヘッダーインデックス。

セクション内のバージョン定義数。

SHT_SUNW_verneed 関連付けられている文字列テーブルの
セクションヘッダーインデックス。

セクション内のバージョン依存数。

SHT_SUNW_versym 関連付けられているシンボルテーブル
のセクションヘッダーインデックス。

0

セクションのマージ
SHF_MERGE セクションフラグを使って、再配置可能オブジェクト内の SHT_PROGBITS セクション
にマークすることができます。表12-8「ELF セクションの属性フラグ」 を参照してください。この
フラグによって、そのセクションがほかのオブジェクトの互換セクションとマージできることがわ
かります。これらの再配置可能オブジェクトをマージすることによって、それらから構築される実
行可能ファイルや共有オブジェクトのサイズを減らせる可能性があります。サイズを減らすこと
によって、最終オブジェクトの実行時パフォーマンスが向上することもあります。

セクションに SHF_MERGE フラグが付いていることは、次のような特性があることを示します。

■ セクションは読み取り専用です。このセクションを含むプログラムは、実行時にセクション
データを変更することはできません。

■ セクション内の各項目はそれぞれの再配置レコードからアクセスされます。プログラムコード
は、セクション内の項目にアクセスするコードを生成するときに、それらの項目の相対位置
についていかなる仮定を行なってはいけません。

■ セクションに SHF_STRINGS フラグも設定されている場合は、そのセクションには NULL で
終わっている文字列だけを含めることができます。NULL 文字は文字列の最後にしか使
用できません。文字列の途中に NULL 文字が現れてはいけません。

SHF_MERGE は、最適化できる可能性があることを示す、省略可能なフラグです。リンカーは、最
適化を実行するか最適化を無視するかを選択できます。リンカーは、いずれの場合も有効な出
力オブジェクトを作成します。リンカーは現在のところ、SHF_STRINGS フラグがマークされた文字
列データを含むセクションだけに、セクションのマージを実装します。

SHF_STRINGS セクションフラグと一緒に SHF_MERGE フラグも設定されているときは、そ
のセクション内の文字列はほかの互換セクション内の文字列とマージできます。リンカー
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は、SHT_STRTAB 文字列テーブル .strtab と .dynstr の圧縮に使用される文字列圧縮アルゴ
リズムを使用して、このようなセクションをマージします。

■ 重複する文字列は 1 つだけがコピーされます。
■ 末尾の文字列は削除されます。たとえば、入力セクションに文字列「bigdog」と「dog」が含

まれる場合は、短いほうの「dog」文字列が削除され、長い文字列の末尾を使って短い文
字列が表現されます。

リンカーは現在のところ、バイトサイズ文字から構成され、特殊な整列制約のない文字列だけ
に、文字列のマージを実装します。具体的には、セクションは次の特性を備えている必要があり
ます。

■ sh_entsize は 0 または 1 でなければいけません。ワイド文字を含むセクションはサポートさ
れません。

■ sh_addralign が 0 または 1 であるバイト整列のセクションのみがマージされます。

注記 - リンカーの -z nocompstrtab オプションを使って文字列テーブルの圧縮を抑制できます。

セクションの圧縮
SHF_COMPRESSED セクションフラグは、圧縮データを含むセクションを示します。SHF_COMPRESSED
は、割り当て不可のセクションにのみ適用され、SHF_ALLOC と組み合わせて使用することはで
きません。さらに、SHF_COMPRESSED はタイプ SHT_NOBITS のセクションに適用できません。

圧縮セクションに適用する必要のある再配置は、非圧縮セクションデータへのオフセットを指定
します。したがって、再配置を適用する前に、セクションデータを圧縮解除する必要があります。
それぞれの圧縮セクションは、個別にアルゴリズムを指定します。特定の ELF オブジェクトの
別々のセクションは、異なる圧縮アルゴリズムを採用できます。

圧縮セクションの先頭には、圧縮アルゴリズムを特定する圧縮ヘッダー構造があります。

typedef struct {

        Elf32_Word      ch_type;

        Elf32_Word      ch_size;

        Elf32_Word      ch_addralign;

} Elf32_Chdr;

typedef struct {

        Elf64_Word      ch_type;

        Elf64_Word      ch_reserved;

        Elf64_Xword     ch_size;

        Elf64_Xword     ch_addralign;
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} Elf64_Chdr;

ch_type

圧縮アルゴリズムを指定します。サポートされているアルゴリズムとその説明は、表
12-10「ELF 圧縮タイプ、ch_type」 に示されています。

ch_size

圧縮解除後のデータのサイズ (単位: バイト)。sh_size を参照してください。

ch_addralign

圧縮解除後のデータに必要な整列。sh_addralign を参照してください。

圧縮セクションヘッダーの sh_size フィールドと sh_addralign フィールドには、圧縮セクション
の要件が反映されます。圧縮ヘッダーの ch_size フィールドと ch_addralign フィールドには、
圧縮解除後のデータに対応した値が示されます。これにより、セクションが圧縮されていなけれ
ば sh_size および sh_addralign に表示されていた値がわかります。

圧縮ヘッダー以降のデータのレイアウトおよび解釈はそれぞれのアルゴリズムによって異なりま
す。このレイアウトには、圧縮したデータバイト以外に、アルゴリズム固有のパラメータと整列パ
ディングが含まれる場合があります。

圧縮ヘッダーの ch_type メンバーには、次の表に示すように、使用されている圧縮アルゴリズム
が指定されます。

表 12-10 ELF 圧縮タイプ、ch_type

名前 値

ELFCOMPRESS_ZLIB 1

ELFCOMPRESS_LOOS 0x60000000

ELFCOMPRESS_HIOS 0x6fffffff

ELFCOMPRESS_LOPROC 0x70000000

ELFCOMPRESS_HIPROC 0x7fffffff

ELFCOMPRESS_ZLIB

セクションデータは、ZLIB 圧縮アルゴリズムで圧縮されます。圧縮された ZLIB データバ
イトは、圧縮ヘッダー直後のバイトから始まり、セクションの最後まで続きます。ZLIB のド
キュメントは、http://www.zlib.net/ にあります。

ELFCOMPRESS_LOOS - ELFCOMPRESS_HIOS

この範囲の値 (両端の値を含む) は、オペレーティングシステム固有のセマンティクスのた
めに予約されています。

http://www.zlib.net/
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ELFCOMPRESS_LOPROC - ELFCOMPRESS_HIPROC

この範囲の値は、プロセッサ固有のセマンティクスのために予約されています。

GNU 形式のセクション圧縮

Oracle Solaris リンカーは、前述の圧縮形式に加え、GNU ツールチェーンで使用される別の
形式を認識します。この形式では、圧縮を示すセクションフラグは使用されません。代わりに、セ
クション名が .zdebug の接頭辞で始まっていれば、圧縮されたデータを含むセクションであるこ
とがわかります。GNU 形式の圧縮セクションは、次の圧縮ヘッダー構造から始まります。

typedef struct {

        uchar_t         gch_magic[4];

        uchar_t         gch_size[8];

} Chdr_GNU;

gch_magic

圧縮アルゴリズムを特定する 4 バイトのマジックナンバー。現時点では、ZLIB 圧縮だ
けがサポートされています。ZLIB 圧縮の gch_magic の値は、表12-11「GNU ZLIB 圧
縮、gch_magic」 に示すとおりです。

gch_size

64 ビット ELFDATA2MSB ビッグエンディアン整数値としてエンコードされた、圧縮解除後の
データのサイズ (単位: バイト)。

表 12-11 GNU ZLIB 圧縮、gch_magic

名前 値

gch_magic[0] 'Z'

gch_magic[1] 'L'

gch_magic[2] 'I'

gch_magic[3] 'B'

特殊セクション

さまざまなセクションがプログラム情報と制御情報を保持します。次の表に示すセクションはシ
ステムで使用されますが、これらのセクションには指定された型と属性が存在します。
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表 12-12 ELF 特殊セクション

名前 タイプ 属性

.bss SHT_NOBITS SHF_ALLOC + SHF_WRITE

.comment SHT_PROGBITS なし

.data、.data1 SHT_PROGBITS SHF_ALLOC + SHF_WRITE

.dynamic SHT_DYNAMIC SHF_ALLOC + SHF_WRITE

.dynstr SHT_STRTAB SHF_ALLOC

.dynsym SHT_DYNSYM SHF_ALLOC

.eh_frame_hdr SHT_AMD64_UNWIND SHF_ALLOC

.eh_frame SHT_AMD64_UNWIND SHF_ALLOC + SHF_WRITE

.fini SHT_PROGBITS SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR

.fini_array SHT_FINI_ARRAY SHF_ALLOC + SHF_WRITE

.got SHT_PROGBITS 449 ページの「大域オフセットテーブル
(プロセッサ固有)」を参照してください

.hash SHT_HASH SHF_ALLOC

.init SHT_PROGBITS SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR

.init_array SHT_INIT_ARRAY SHF_ALLOC + SHF_WRITE

.interp SHT_PROGBITS 430 ページの「プログラムインタプリタ」を
参照してください

.note SHT_NOTE なし

.lbss SHT_NOBITS SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_AMD64_

LARGE

.ldata、.ldata1 SHT_PROGBITS SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_AMD64_

LARGE

.lrodata、.lrodata1 SHT_PROGBITS SHF_ALLOC + SHF_AMD64_LARGE

.plt SHT_PROGBITS 450 ページの「プロシージャーのリンクテー
ブル (プロセッサ固有)」を参照してください

.preinit_array SHT_PREINIT_ARRAY SHF_ALLOC + SHF_WRITE

.rela SHT_RELA なし

.relname SHT_REL 381 ページの「再配置セクション」を参照
してください

.relaname SHT_RELA 381 ページの「再配置セクション」を参照
してください

.rodata、.rodata1 SHT_PROGBITS SHF_ALLOC

.shstrtab SHT_STRTAB なし
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名前 タイプ 属性

.strtab SHT_STRTAB この表のあとの説明を参照してください。

.symtab SHT_SYMTAB 396 ページの「シンボルテーブルセクショ
ン」を参照してください

.symtab_shndx SHT_SYMTAB_SHNDX 396 ページの「シンボルテーブルセクショ
ン」を参照してください

.tbss SHT_NOBITS SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS

.tdata、.tdata1 SHT_PROGBITS SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS

.text SHT_PROGBITS SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR

.SUNW_ancillary SHT_SUNW_ancillary なし

.SUNW_bss SHT_NOBITS SHF_ALLOC + SHF_WRITE

.SUNW_cap SHT_SUNW_cap SHF_ALLOC

.SUNW_capchain SHT_SUNW_capchain SHF_ALLOC

.SUNW_capinfo SHT_SUNW_capinfo SHF_ALLOC

.SUNW_heap SHT_PROGBITS SHF_ALLOC + SHF_WRITE

.SUNW_ldynsym SHT_SUNW_LDYNSYM SHF_ALLOC

.SUNW_dynsymsort SHT_SUNW_symsort SHF_ALLOC

.SUNW_dymtlssort SHT_SUNW_tlssort SHF_ALLOC

.SUNW_move SHT_SUNW_move SHF_ALLOC

.SUNW_reloc SHT_REL

SHT_RELA

SHF_ALLOC

.SUNW_syminfo SHT_SUNW_syminfo SHF_ALLOC

.SUNW_version SHT_SUNW_verdef

SHT_SUNW_verneed

SHT_SUNW_versym

SHF_ALLOC

.bss

プログラムのメモリーイメージで使用される、初期化されていないデータ。システムは、プロ
グラムが実行を開始すると 0 でデータを初期化することになっています。このセクション
は、セクション型 SHT_NOBITS で示しているとおり、ファイル領域を占めません。

.comment

コメント情報 (通常、コンパイルシステムのコンポーネントが使用)。このセクション
は、mcs(1)により操作できます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1mcs-1
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.data、.data1

プログラムのメモリーイメージで使用される、初期化済みのデータ。

.dynamic

動的リンク情報。詳細は、431 ページの「動的セクション」を参照してください。

.dynstr

動的リンクに必要な文字列 (もっとも一般的には、シンボルテーブルエントリに関連付けら
れている名前を表す文字列)。

.dynsym

動的リンクシンボルテーブル。詳細は、396 ページの「シンボルテーブルセクション」を参
照してください。

.eh_frame_hdr、.eh_frame

スタックを戻すために使用する呼び出しフレーム情報。

.fini

このセクションを含む実行可能ファイルまたは共有オブジェクトの単一の終了関数で使用
される実行可能命令。詳細は、120 ページの「初期設定および終了ルーチン」を参照してく
ださい。

.fini_array

このセクションを含む実行可能ファイルまたは共有オブジェクトの単一の終了配列に使用
される関数ポインタの配列。詳細は、120 ページの「初期設定および終了ルーチン」を参照
してください。

.got

グローバルオフセットテーブル。詳細は、449 ページの「大域オフセットテーブル (プロ
セッサ固有)」を参照してください。

.hash

シンボルハッシュテーブル。詳細は、376 ページの「ハッシュテーブルセクション」を参照
してください。

.init

このセクションを含む実行可能ファイルまたは共有オブジェクトの単一の初期化関数で使
用される実行可能命令。詳細は、120 ページの「初期設定および終了ルーチン」を参照し
てください。

.init_array

このセクションを含む実行可能ファイルまたは共有オブジェクトの単一の初期化配列に使
用される関数ポインタの配列。詳細は、120 ページの「初期設定および終了ルーチン」を参
照してください。
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.interp

プログラムインタプリタのパス名。詳細は、430 ページの「プログラムインタプリタ」を参
照してください。

.lbss

x64 固有の初期化されていないデータ。このデータは .bss に似ていますが、2G バイトを
超えるセクションをサポートする点が異なります。

.ldata、.ldata1

x64 固有の初期化済みデータ。このデータは .data に似ていますが、2G バイトを超えるセ
クションをサポートする点が異なります。

.lrodata、.lrodata1

x64 固有の読み取り専用データ。このデータは .rodata に似ていますが、2G バイトを超え
るセクションをサポートする点が異なります。

.note

379 ページの「注釈セクション」に記載された形式の情報。

.plt

プロシージャーのリンクテーブル。詳細は、450 ページの「プロシージャーのリンクテーブル
(プロセッサ固有)」を参照してください。

.preinit_array

このセクションを含む実行可能ファイルまたは共有オブジェクトの単一の「初期設定前」の
配列に使用される関数ポインタの配列。詳細は、120 ページの「初期設定および終了ルー
チン」を参照してください。

.rela

特定のセクションに適用されない再配置情報。このセクションの用途の 1 つは、レジスタ
の再配置です。詳細は、408 ページの「レジスタシンボル」を参照してください。

.relname、.relaname

再配置情報 (詳細は、381 ページの「再配置セクション」を参照)。再配置が存在す
る読み込み可能セグメントがファイルに存在する場合、これらのセクションの属性として
SHF_ALLOC ビットがオンになります。そうでない場合、このビットはオフになります。慣例に
より、name は再配置が適用されるセクションの名前になります。したがって、.text の再配
置セクションには、通常 .rel.text または .rela.text という名前が存在します。

.rodata、.rodata1

読み取り専用データ (通常はプロセスイメージの書き込み不可セグメントに使用)。詳細
は、417 ページの「プログラムヘッダー」を参照してください。

.shstrtab

セクション名。
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.strtab

文字列。通常は、シンボルテーブルエントリに関連付けられた名前を表す文字列です。シン
ボル文字列テーブルが存在する読み込み可能セグメントがファイルに存在する場合、セク
ションの属性として SHF_ALLOC ビットがオンになります。そうでない場合、このビットはオフ
になります。

.symtab

シンボルテーブル (詳細は、396 ページの「シンボルテーブルセクション」を参照)。シン
ボルテーブルが存在する読み込み可能セグメントがファイルに存在する場合、セクション
の属性として SHF_ALLOC ビットがオンになります。そうでない場合、このビットはオフになり
ます。

.symtab_shndx

このセクションには、.symtab による指定に従い、特別なシンボルテーブルセクションイン
デックス配列が保持されます。関連付けられたシンボルテーブルセクションに SHF_ALLOC
ビットが含まれる場合、このセクションの属性も SHF_ALLOC ビットを含みます。そうでな
い場合、このビットはオフになります。

.tbss

このセクションには、プログラムのメモリーイメージで使用される、初期化されていないス
レッド固有データが格納されます。データが新しい実行フロー用に具体化されると、システム
はデータを 0 で初期化します。このセクションは、セクション型 SHT_NOBITS で示していると
おり、ファイル領域を占めません。詳細は、第14章「スレッド固有ストレージ (TLS)」を参照
してください。

.tdata、.tdata1

これらのセクションは、プログラムのメモリーイメージで使用される、初期化されたスレッド
固有データを保持します。その内容のコピーは、それぞれ新しい実行フロー用にシステムに
よって具体化されます。詳細は、第14章「スレッド固有ストレージ (TLS)」を参照してくださ
い。

.text

プログラムの「テキスト」すなわち実行可能命令。

.SUNW_ancillary

補助グループの情報。詳細は、368 ページの「補助セクション」を参照してください。

.SUNW_bss

プログラムのメモリーイメージで使用される、共有オブジェクト用の一部初期化されたデー
タ。データは実行時に初期化されます。このセクションは、セクション型 SHT_NOBITS で示し
ているとおり、ファイル領域を占めません。

.SUNW_cap

機能要件。詳細については、372 ページの「機能セクション」を参照してください。
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.SUNW_capchain

機能連鎖テーブル。詳細については、372 ページの「機能セクション」を参照してくださ
い。

.SUNW_capinfo

機能シンボル情報。詳細については、372 ページの「機能セクション」を参照してくださ
い。

.SUNW_heap

dldump(3C)により作成される動的実行可能ファイルのヒープ。

.SUNW_dynsymsort

.SUNW_ldynsym と .dynsym の結合シンボルテーブル内のシンボルへのインデックスの
配列。インデックスは、アドレスの昇順にシンボルを参照するようにソートされます。変
数を表現しないシンボルまたは関数を表現しないシンボルは取り込まれません。大域
シンボルとウィークシンボルが冗長な場合には、ウィークシンボルのみが残ります。詳細
は、405 ページの「シンボルソートセクション」を参照してください。

.SUNW_dyntlssort

.SUNW_ldynsym と .dynsym の結合シンボルテーブル内のスレッド固有ストレージシン
ボルへのインデックスの配列。インデックスは、オフセットの昇順にシンボルを参照す
るようにソートされます。TLS 変数を表現しないシンボルは取り込まれません。大域シ
ンボルとウィークシンボルが冗長な場合には、ウィークシンボルのみが残ります。詳細
は、405 ページの「シンボルソートセクション」を参照してください。

.SUNW_ldynsym

.dynsym セクションを拡張します。このセクションには、完全な .symtab セクションを使用で
きない状況で使用される局所関数シンボルが含まれます。リンカーは常に、.SUNW_ldynsym
セクションのデータを .dynsym セクションの直前に並べて配置します。両方のセクション
は常に同じ .dynstr 文字列テーブルセクションを使用します。この配置と構成により、
両方のシンボルテーブルを 1 つの大きなシンボルテーブルとして処理することができま
す。396 ページの「シンボルテーブルセクション」を参照してください。

.SUNW_move

部分的に初期化されたデータに関する追加情報。詳細は、377 ページの「移動セクショ
ン」を参照してください。

.SUNW_reloc

再配置情報 (詳細は、381 ページの「再配置セクション」を参照)。このセクションは再配
置セクションが連結されたものであり、個々の再配置レコードに対するより良い参照のロー
カル性 (局所性) を与えます。再配置レコードのオフセットのみが意味があり、したがってセ
クション sh_info の値は 0 です。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adldump-3c
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.SUNW_syminfo

シンボルテーブルの追加情報。詳細は、409 ページの「Syminfo テーブルセクション」を
参照してください。

.SUNW_version

バージョン情報。詳細は、410 ページの「バージョン管理セクション」を参照してください。

ドット (.) 接頭辞付きのセクション名は、システムで予約されています。これらのセクションの既
存の意味が満足できるものであれば、アプリケーションはこれらのセクションを使用できます。
アプリケーションは、ドット (.) 接頭辞なしの名前を使用して、システムで予約されたセクションと
の競合を回避することができます。オブジェクトファイル形式では、予約されていないセクショ
ンを定義できます。オブジェクトファイルには、同じ名前を持つ複数のセクションが存在できま
す。

プロセッサアーキテクチャー用に予約されるセクション名は、アーキテクチャー名の省略形をセク
ション名の前に入れることで作成されます。セクション名の前に、e_machine に対して使用され
るアーキテクチャー名を入れる必要があります。たとえば、.Foo.psect は、FOO アーキテクチャー
で定義される psect セクションです。

既存の拡張セクションは、従来から使用されている名前をそのまま使用しています。

補助セクション
Solaris リンカーは、プライマリ出力オブジェクトに加えて、1 つ以上の補助オブジェクトを生
成できます。補助オブジェクトには、通常はプライマリオブジェクトに書き込まれる割り当て不
可のセクションが含まれています。補助オブジェクトが生成されると、プライマリオブジェクトお
よび関連するすべての補助オブジェクトに、これらの関連するオブジェクトを識別する情報を
含む SHT_SUNW_ancillary セクションが格納されます。これらのオブジェクトの補助セクション
は、グループのほかのメンバーを識別および解釈するために必要な情報を提供します。

このセクションには、次の構造の配列が含まれます。sys/elf.h を参照してください。

typedef struct {

        Elf32_Word      a_tag;

        union {

                Elf32_Word      a_val;

                Elf32_Addr      a_ptr;

        } a_un;

} Elf32_Ancillary;

typedef struct {
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        Elf64_Xword     a_tag;

        union {

                Elf64_Xword     a_val;

                Elf64_Addr      a_ptr;

        } a_un;

} Elf64_Ancillary;

このタイプの各オブジェクトに対して、a_tag は a_un の解釈を制御します。

a_val

このオブジェクトは、さまざまに解釈される整数値を表します。

a_ptr

このオブジェクトは、プログラムの仮想アドレスを表します。

次の補助タグが存在します。

表 12-13 ELF 補助配列タグ

名前 値 c_un

ANC_SUNW_NULL 0 無視

ANC_SUNW_CHECKSUM 1 a_val

ANC_SUNW_MEMBER 2 a_ptr

ANC_SUNW_NULL

補助セクションのグループの最後にマークを付けます。

ANC_SUNW_CHECKSUM

c_val 要素にファイルのチェックサムを提供します。ANC_SUNW_MEMBER の最初のインスタン
スの前に ANC_SUNW_CHECKSUM が存在する場合は、補助セクションの読み取り元となるオ
ブジェクトのチェックサムが提供されます。ANC_SUNW_MEMBER タグのあとに存在する場合
は、そのメンバーのチェックサムが提供されます。

ANC_SUNW_MEMBER

オブジェクト名を指定します。a_ptr 要素は、ファイル名を提供する、ヌル文字で終わる文
字列の文字列テーブルオフセットを含みます。

補助セクションでは、現在のオブジェクトを識別する ANC_SUNW_MEMBER の最初のインスタン
スの前に、常に ANC_SUNW_CHECKSUM が含まれている必要があります。そのあとに、オブジェク
トの完全なセットを構成する各オブジェクトの ANC_SUNW_MEMBER が存在すべきです。個々の
ANC_SUNW_MEMBER のあとには、そのオブジェクトの ANC_SUNW_CHECKSUM が存在すべきです。し
たがって、一般的な補助セクションは次のような構造になっています。
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タグ 意味

ANC_SUNW_CHECKSUM このオブジェクトのチェックサム

ANC_SUNW_MEMBER オブジェクト #1 の名前

ANC_SUNW_CHECKSUM オブジェクト #1 のチェックサム

…  

ANC_SUNW_MEMBER オブジェクト N の名前

ANC_SUNW_CHECKSUM オブジェクト N のチェックサム

ANC_SUNW_NULL  

したがって、オブジェクトは最初の ANC_SUNW_CHECKSUM をそのあとに続く各チェックサムと比較
し、一致を見つけることによって自身を識別できます。

COMDAT セクション

COMDAT セクションは、セクション名 (sh_name) で一意に識別されます。リンカーが、同じセク
ション名の SHT_SUNW_COMDAT 型の複数のセクションを検出すると、最初のセクションが保持さ
れ、残りのセクションは破棄されます。破棄された SHT_SUNW_COMDAT セクションに適用された
再配置はすべて無視されます。破棄されたセクションで定義されたシンボルもすべて削除され
ます。

さらに、リンカーは、コンパイラ起動時に -xF オプションが指定された場合のセクション再順
序付けで使用されるセクション命名規則をサポートします。関数が .sectname%funcname
という名前の SHT_SUNW_COMDAT セクションに配置された場合、保持されている最終的な
SHT_SUNW_COMDAT セクションは、.sectname という名前のセクションに結合されます。この方法
を使用すると、SHT_SUNW_COMDAT セクションは最終的に .text、.data、またはほかのセクション
に入れられます。

グループセクション

セクションの中には、相互関連のあるグループがあるものがあります。たとえば、インライン関数
の out-of-line 定義では、実行可能命令を含むセクション以外にも、別の情報が必要になる
場合もあります。この別の情報は、参照される文字定数を含む読み取り専用のデータセクショ
ン、1 つまたは複数のデバッギング情報セクション、およびその他の情報セクションなどです。
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グループセクション間では内部参照がある場合もあります。ただし、別のオブジェクトからの重
複によって、これらのセクションの 1 つが削除 (あるいは、置換) されると、このような参照は意
味を成さなくなります。したがって、このようなグループをリンクされたオブジェクトに組み込んだ
り、オブジェクトから削除したりするときは、1 つの単位として扱います。

タイプ SHT_GROUP のセクションは、そのようなセクションのグループ化を定義します。含んでいる
オブジェクトのシンボルテーブルのうちの 1 つからのシンボル名が、そのセクショングループに
ついてのシグニチャを提供します。SHT_GROUP セクションのセクションヘッダーが、識別シンボル
エントリを指定します。sh_link メンバーはそのエントリを含むシンボルテーブルセクションのセ
クションヘッダーインデックスを含み、sh_info メンバーはその識別エントリのシンボルテーブル
インデックスを含みます。そのセクションヘッダーの sh_flags メンバーは、値 0 を含みます。そ
のセクションの名前 (sh_name) は指定されません。

SHT_GROUP セクションのセクションデータは、Elf32_Word エントリの配列です。最初のエントリ
は、フラグです。残りのエントリは、セクションヘッダーのインデックスのシーケンスです。

現在、次のフラグが定義されています。

表 12-14 ELF グループセクションのフラグ

名前 値

GRP_COMDAT 0x1

GRP_COMDAT

GRP_COMDAT は COMDAT グループであることを示します。このグループは、同じグループシ
グニチャを持つものとして重複が定義されているほかのオブジェクトファイル内のほかの
COMDAT グループと重複する可能性があります。その場合には、重複グループのうち 1 つの
みがリンカーによって保持されます。残りのグループのメンバーは破棄されます。

SHT_GROUP セクション内のセクションヘッダーインデックスは、そのグループを構成するセクショ
ンを識別します。これらの各セクションは、SHF_GROUP フラグを sh_flags セクションヘッダーメン
バー内に設定していなければなりません。リンカーがそのセクショングループを削除することを決
めた場合、リンカーはそのグループのすべてのメンバーを削除します。

未決定の参照を残すことなく、シンボルテーブルの処理を最小限にしてグループの削除を行う
には、次の規則に従う必要があります。

■ グループを形成するセクションへのそのグループの外のセクションからの参照
は、STB_GLOBAL または STB_WEAK 結合とセクションインデックス SHN_UNDEF を伴うシンボル
テーブルエントリを介して行わなければなりません。その参照を含むオブジェクト内に同じシ
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ンボルの定義がある場合は、その参照とは別のシンボルテーブルエントリを持つ必要があ
ります。そのグループの外のセクションは、そのグループのセクション内に含まれるアドレス
について STB_LOCAL 結合を持つシンボル (タイプ STT_SECTION を持つシンボルを含む) を
参照できません。

■ グループを形成するセクションにグループの外から非シンボル参照を行なってはいけませ
ん。たとえば、sh_link または sh_info メンバー内でのグループメンバーのセクションヘッ
ダーインデックスは使用できません。

■ グループのセクションの 1 つに関連して定義されたシンボルテーブルエントリは、グループ
のメンバーが破棄されると削除されることがあります。この削除が行われるのは、シンボル
テーブルエントリが含まれるシンボルテーブルセクションがグループの一部ではない場合で
す。

機能セクション
SHT_SUNW_cap セクションはオブジェクトの機能要件を指定します。これらの機能はオブジェク
ト機能と呼ばれます。このセクションは、オブジェクト内の関数の機能要件または初期化された
データ項目も指定できます。これらの機能はシンボル機能と呼ばれます。このセクションには、次
の構造の配列が含まれます。sys/elf.h を参照してください。

typedef struct {

        Elf32_Word      c_tag;

        union {

                Elf32_Word      c_val;

                Elf32_Addr      c_ptr;

        } c_un;

} Elf32_Cap;

typedef struct {

        Elf64_Xword     c_tag;

        union {

                Elf64_Xword     c_val;

                Elf64_Addr      c_ptr;

        } c_un;

} Elf64_Cap;

この種の各オブジェクトに対して、c_tag は c_un の解釈を制御します。

c_val

このオブジェクトは、さまざまに解釈される整数値を表します。

c_ptr

このオブジェクトは、プログラムの仮想アドレスを表します。
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次の機能タグがあります。

表 12-15 ELF 機能配列タグ

名前 値 c_un

CA_SUNW_NULL 0 無視

CA_SUNW_HW_1 1 c_val

CA_SUNW_SF_1 2 c_val

CA_SUNW_HW_2 3 c_val

CA_SUNW_PLAT 4 c_ptr

CA_SUNW_MACH 5 c_ptr

CA_SUNW_ID 6 c_ptr

CA_SUNW_NULL

機能グループの最後にマークを付けます。

CA_SUNW_HW_1、CA_SUNW_HW_2

ハードウェア機能の値を示します。c_val 要素は、関連ハードウェア機能を表す値を含みま
す。 SPARC プラットフォームでは、ハードウェア機能は sys/auxv_SPARC.h に定義されま
す。x86 プラットフォームでは、ハードウェア機能は sys/auxv_386.h に定義されます。

CA_SUNW_SF_1

ソフトウェア機能の値を示します。c_val 要素は、sys/elf.h に定義される関連ソフトウェ
ア機能を表す値を含みます。

CA_SUNW_PLAT

プラットフォーム名を指定します。c_ptr 要素は、プラットフォーム名を定義する、ヌル文字で
終わる文字列の文字列テーブルオフセットを含みます。

CA_SUNW_MACH

マシン名を指定します。c_ptr 要素は、マシンハードウェア名を定義する、ヌル文字で終わ
る文字列の文字列テーブルオフセットを含みます。

CA_SUNW_ID

機能識別子名を指定します。c_ptr 要素は、識別子名を定義する、ヌル文字で終わる文字
列の文字列テーブルオフセットを含みます。この要素は機能を定義しませんが、機能グルー
プの参照に使用できる固有のシンボリック名を機能グループに割り当てます。この識別子
名は、リンカーの -z symbolcap 処理の一部として局所シンボルに変換される、すべての
大域シンボル名に追加されます。76 ページの「オブジェクト機能のシンボル機能への変
換」を参照してください。
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再配置可能オブジェクトには、機能セクションを含めることができます。リンカーは、複数の入力
再配置可能オブジェクトからの機能セクションを 1 つの機能セクションに統合します。リンカー
を使用すると、オブジェクトの構築時に機能を定義することもできます。60 ページの「機能要件
の特定」を参照してください。

CA_SUNW_NULL で終了する複数の機能グループがオブジェクト内に存在できます。最初のグ
ループ (インデックス 0 から開始) はオブジェクト機能を指定します。オブジェクト機能を定義
する動的オブジェクトには、セクションに関連した PT_SUNWCAP プログラムヘッダーがあります。
このプログラムヘッダーにより、実行時リンカーは、プロセスで利用可能なシステム機能に対して
オブジェクトを確認できます。異なるオブジェクト機能を利用する動的オブジェクトは、フィルタ
を使用して柔軟な実行環境を提供できます。279 ページの「機能固有の共有オブジェクト」を
参照してください。

追加の機能グループはシンボル機能を指定します。シンボル機能によって、同じシンボルの複
数のインスタンスがオブジェクト内に存在できます。各インスタンスは、そのインスタンスを使用
するために利用できなければならない一連の機能に関連付けられています。シンボル機能が
存在する場合、SHT_SUNW_cap セクションの sh_link 要素は関連の SHT_SUNW_capinfo テーブ
ルを指します。シンボル機能を利用する動的オブジェクトでは、特定のシステム向けに最適化
された関数を柔軟に有効化できます。70 ページの「シンボル機能関数ファミリの作成」を参照
してください。

SHT_SUNW_capinfo テーブルは関連のシンボルテーブルに相当します。SHT_SUNW_capinfo セ
クションの sh_link 要素は関連のシンボルテーブルを指します。機能に関連付けられた関数
は、SHT_SUNW_cap セクション内の機能グループを指定する SHT_SUNW_capinfo テーブル内にイ
ンデックスを持ちます。

動的オブジェクト内では、SHT_SUNW_capinfo セクションの sh_info 要素は機能連鎖テーブル
である SHT_SUNW_capchain を指します。このテーブルは、実行時リンカーが機能ファミリのメン
バーの位置を特定するために使用されます。

SHT_SUNW_capinfo テーブルエントリの形式は次のとおりです。sys/elf.h を参照してください。

typedef Elf32_Word    Elf32_Capinfo;

typedef Elf64_Xword   Elf64_Capinfo;

このテーブル内の要素は、次のマクロを使用して解釈されます。sys/elf.h を参照してくださ
い。

#define ELF32_C_SYM(info)       ((info)>>8)

#define ELF32_C_GROUP(info)     ((unsigned char)(info))
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#define ELF32_C_INFO(sym, grp)  (((sym)<<8)+(unsigned char)(grp))

#define ELF64_C_SYM(info)       ((info)>>32)

#define ELF64_C_GROUP(info)     ((Elf64_Word)(info))

#define ELF64_C_INFO(sym, grp)  (((Elf64_Xword)(sym)<<32)+(Elf64_Xword)(grp))

SHT_SUNW_capinfo エントリの group 要素には、このシンボルに関連する SHT_SUNW_cap テーブ
ルのインデックスが含まれています。このようにして、この要素はシンボルを機能グループに関
連付けます。予約済みのグループインデックスである CAPINFO_SUNW_GLOB は、機能インスタン
スファミリの先頭のシンボルを識別して、デフォルトのインスタンスを指定します。

名前 値 意味

CAPINFO_SUNW_GLOB 0xff デフォルトのシンボルを特定します。このシンボルは特
定の機能に関連付けられていませんが、シンボル機能
ファミリの先頭になります。

SHT_SUNW_capinfo エントリの symbol 要素には、このシンボルに関連する先頭のシンボルのイ
ンデックスが含まれます。グループとシンボルの情報を使用すると、リンカーは再配置可能オブ
ジェクトから機能シンボルファミリを処理し、すべての出力オブジェクトに必要な機能情報を作
成できます。動的オブジェクトでは、グループ CAPINFO_SUNW_GLOB を使用してタグが付けられ
た先頭のシンボルのシンボル要素が、SHT_SUNW_capchain テーブル内へのインデックスです。
このインデックスを使用すると、実行時リンカーは機能連鎖テーブルをこのインデックスからたど
り、0 エントリが検出されるまでエントリを次々に検査できます。この連鎖エントリには、機能ファ
ミリメンバーごとにシンボルインデックスが含まれています。

シンボル機能を定義している動的オブジェクトには、DT_SUNW_CAP 動的エント
リと DT_SUNW_CAPINFO 動的エントリがあります。これらのエントリは、それぞれ
SHT_SUNW_cap セクションと SHT_SUNW_capinfo セクションを特定します。オブジェクトに
は、SHT_SUNW_capchain セクション、セクションのエントリサイズ、および合計サイズを指定する
DT_SUNW_CAPCHAIN、DT_SUNW_CAPCHAINENT、および DT_SUNW_CAPCHAINSZ の各エントリも含まれ
ます。これらのエントリを使用すると、実行時リンカーはシンボル機能インスタンスファミリから、
使用に最適なシンボルを確立できます。

オブジェクトは、オブジェクト機能のみ、シンボル機能のみ、または両方のタイプの機能を定義
できます。オブジェクト機能グループはインデックス 0 から開始します。シンボル機能グループ
は 0 以外のインデックスから開始します。オブジェクトでシンボル機能が定義されているが、オ
ブジェクト機能が定義されていない場合、シンボル機能の開始を示すためにインデックス 0 に
1 つの CA_SUNW_NULL エントリが存在する必要があります。
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ハッシュテーブルセクション
ハッシュテーブルは、シンボルテーブルへのアクセスを提供する Elf32_Word または
Elf64_Word オブジェクトから構成されます。SHT_HASH セクションは、このハッシュテーブルを提
供します。ハッシュが関連付けられているシンボルテーブルは、ハッシュテーブルのセクション
ヘッダーの sh_link エントリに指定されます。ハッシュテーブルの構造についての説明をわかり
やすくするために次の図ではラベルを表示しますが、ラベルは仕様の一部ではありません。

図   12-4 シンボルハッシュテーブル

bucket 配列には nbucket 個のエントリが存在し、chain 配列には nchain 個のエントリが存在
します。インデックスは 0 から始まります。bucket と chain には、シンボルテーブルインデックス
を保持します。連鎖テーブルエントリは、シンボルテーブルに対応しています。シンボルテーブル
エントリ数は、nchain に等しくなければなりません。したがって、シンボルテーブルインデックス
により、連鎖テーブルエントリも選択されます。

ハッシュ関数はシンボル名を受け取り、bucket インデックスの計算に使用できる値を返しま
す。つまり、ハッシュ関数がある名前に対して値 x を返した場合、bucket [ x% nbucket ] はイン
デックス y を返します。このインデックスは、シンボルテーブルと連鎖テーブルの両方へのイン
デックスです。シンボルテーブルエントリが目的の名前でなかった場合、chain[y] は、同じハッ
シュ値が存在する次のシンボルテーブルエントリを返します。

目的の名前を持つシンボルテーブルエントリが選択されるか、chain エントリの値が STN_UNDEF
になるまで、chain リンクをたどることができます。

ハッシュ関数を次に示します。
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unsigned long

elf_Hash(const unsigned char *name)

{

        unsigned int h = 0, g;

        while (*name)

        {

                h = (h << 4) + *name++;

                if (g = h & 0xf0000000)

                        h ^= g >> 24;

                h &= ~g;

        }

        return h;

}

移動セクション
一般に、ELF ファイル内では、初期設定されたデータ変数はオブジェクトファイル内で維持さ
れます。データ変数が非常に大きく、初期設定された (ゼロ以外の) 要素が少数の場合でも、変
数全体はやはりオブジェクトファイルで維持されます。

FORTRAN COMMON ブロックなど、部分的に初期化された大規模なデータ変数を含むオブジェクト
は、多大なディスクスペースオーバーヘッドを引き起こす可能性があります。SHT_SUNW_move セ
クションは、これらのデータ変数を圧縮するメカニズムを提供します。これにより、関連するオブ
ジェクトのディスクサイズを減らすことができます。

SHT_SUNW_move セクションは、ELF32_Move または Elf64_Move 型の複数のエントリを含みます。
これらのエントリは、データ変数を一時的項目 (.bss) として定義することが可能です。これら
の項目はオブジェクトファイル内のスペースは使用しませんが、実行時にはオブジェクトのメモ
リーイメージに反映されます。移動レコードは、完全なデータ変数を構成するためにデータについ
てメモリーイメージがどのように初期設定されるかを確立します。

ELF32_Move および Elf64_Move エントリは次のように定義されます。

typedef struct {

        Elf32_Lword       m_value;

        Elf32_Word        m_info;

        Elf32_Word        m_poffset;

        Elf32_Half        m_repeat;

        Elf32_Half        m_stride;

} Elf32_Move;

#define ELF32_M_SYM(info)       ((info)>>8)

#define ELF32_M_SIZE(info)      ((unsigned char)(info))

#define ELF32_M_INFO(sym, size) (((sym)<<8)+(unsigned char)(size))
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typedef struct {

        Elf64_Lword       m_value;

        Elf64_Xword       m_info;

        Elf64_Xword       m_poffset;

        Elf64_Half        m_repeat;

        Elf64_Half        m_stride;

} Elf64_Move;

#define ELF64_M_SYM(info)       ((info)>>8)

#define ELF64_M_SIZE(info)      ((unsigned char)(info))

#define ELF64_M_INFO(sym, size) (((sym)<<8)+(unsigned char)(size))

これらの構造の要素は次のとおりです。

m_value

初期設定値で、この値はメモリーイメージへ移されます。

m_info

初期設定が適用されるものに関連するシンボルテーブルインデックス、および初期設定さ
れるオフセットのサイズ (単位: バイト)。このメンバーの下位 8 ビットにはサイズを定義しま
す (1、2、4、または 8)。上位ビットにはシンボルインデックスを定義します。

m_poffset

初期設定が適用される関連シンボルからの相対オフセット。

m_repeat

繰り返し回数。

m_stride

スキップの数。この値は、繰り返し初期化を行う際にスキップされる単位数を示します。1
単位は m_info で定義された初期化オブジェクトのサイズです。m_stride が 0 の場合、
初期化が連続した単位に対して行われることを示します。

次のデータ定義は、通常、オブジェクトファイル内で 0x8000 バイトを消費します。

typedef struct {

        int     one;

        char    two;

} Data;

Data move[0x1000] = {

        {0, 0},       {1, '1'},     {0, 0},

        {0xf, 'F'},   {0xf, 'F'},   {0, 0},

        {0xe, 'E'},   {0, 0},       {0xe, 'E'}

};

このデータを説明するために、SHT_SUNW_move セクションを使用します。データ項目は、 .bss セ
クションに定義されます。このデータ項目のゼロ以外の要素は、適切な移動エントリで初期化さ
れます。
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$ elfdump -s data | fgrep move

    [17]    0x20868   0x8000  OBJT GLOB 0   .bss       move

$ elfdump -m data

Move Section:  .SUNW_move

  symndx     offset   size repeat stride            value  with respect to

    [17]       0x44      4      1      1       0x45000000  move

    [17]       0x40      4      1      1              0xe  move

    [17]       0x34      4      1      1       0x45000000  move

    [17]       0x30      4      1      1              0xe  move

    [17]       0x1c      4      2      1       0x46000000  move

    [17]       0x18      4      2      1              0xf  move

    [17]        0xc      4      1      1       0x31000000  move

    [17]        0x8      4      1      1              0x1  move

再配置可能オブジェクトから提供される移動セクションは連結され、リンカーにより作成される
オブジェクト内に出力されます。ただし、次の条件が成り立つ場合、リンカーは移動エントリを処
理します。この処理は、移動エントリの内容を従来のデータ項目に拡張します。

■ 出力ファイルは、静的な実行可能ファイルである。
■ 移動エントリのサイズは、移動データの拡張先のシンボルのサイズより大きくなる。
■ -z nopartial オプションが有効です。

注釈セクション

ベンダーやシステムエンジニアは、オブジェクトファイルに特別な情報を付加し、ほかのプログ
ラムからその準拠性や互換性を確認できるようにする必要があることがあります。SHT_NOTE 型
のセクションと PT_NOTE 型のプログラムヘッダー要素は、この目的に対して使用できます。

次の図に示すように、セクションとプログラムヘッダー要素内の注釈情報は、任意の数のエント
リを保持します。64 ビットオブジェクトおよび 32 ビットオブジェクトについては、各エントリは
ターゲットプロセッサの形式になっている 4 バイトワードの配列です。注釈情報の構造について
の説明をわかりやすくするためにラベルを図12-6「注釈セグメントの例」 に示しますが、ラベル
は仕様の一部ではありません。
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図   12-5 注釈の情報

namesz と name

名前の先頭 namesz バイトには、エントリの所有者または作者を示す、ヌル文字で終わっ
ている文字列が存在します。名前の競合を回避するための正式なメカニズムは存在しま
せん。慣例では、ベンダーは識別子として自身の名前 (“XYZ Computer Company” な
ど) を使用します。name がない場合、namesz の値は 0 になります。name の領域は、パッド
を使用して、4 バイトに整列します。必要であれば namesz は、パッドの長さを含みません。

descsz と desc

desc の先頭 descsz バイトは、注釈記述を保持します。記述子がない場合、descsz の
値は 0 になります。desc の領域は、必要であればパッドを使用して、4 バイトに整列しま
す。descsz はパットの長さを含みません。

type

注釈の解釈を示します。各エントリの作者は、自分で種類を管理します。1 つの type 値
に関して複数の解釈が存在する場合があります。したがって、注釈の記述を認識するに
は、name と type の両方を認識しなければなりません。type は現在、負でない値でなけ
ればなりません。

次の図に示す注釈セグメントは、2 つのエントリを保持しています。
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図   12-6 注釈セグメントの例

注記 - システムは、名前なし (namesz == 0) の注釈情報と、長さ 0 の名前 (name[0] == '\0')
を持つ注釈情報を予約していますが、現時点ではタイプは定義していません。ほかのすべての
名前には、少なくとも 1 つのヌル以外の文字が存在しなければなりません。

再配置セクション

再配置は、シンボル参照をシンボル定義に関連付ける処理です。たとえば、プログラムが関数
を呼び出すとき、関連付けられている呼び出し命令は、実行時に適切な宛先アドレスに制御を
渡さなければなりません。再配置可能ファイルには、セクション内容の変更方法を示す情報が
存在しなければなりません。この情報により、実行可能オブジェクトファイルと共有オブジェクト
ファイルは、プロセスのプログラムイメージに関する正しい情報を保持できます。再配置エントリ
は、これらのデータを保持します。

再配置エントリは、次の構造体を持つことができます。sys/elf.h を参照してください。

typedef struct {
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        Elf32_Addr      r_offset;

        Elf32_Word      r_info;

} Elf32_Rel;

typedef struct {

        Elf32_Addr      r_offset;

        Elf32_Word      r_info;

        Elf32_Sword     r_addend;

} Elf32_Rela;

typedef struct {

        Elf64_Addr      r_offset;

        Elf64_Xword     r_info;

} Elf64_Rel;

typedef struct {

        Elf64_Addr      r_offset;

        Elf64_Xword     r_info;

        Elf64_Sxword    r_addend;

} Elf64_Rela;

r_offset

このメンバーは、再配置処理を適用する位置を与えます。オブジェクトファイルが異なると、
このメンバーの解釈が多少異なります。
再配置可能ファイルの場合、値はセクションのオフセットを示します。再配置セクション自
身はファイルの別セクションの変更方法を示します。再配置オフセットは、2 番目のセク
ション内のストレージを指定します。
実行可能ファイルまたは共有オブジェクトの場合、値は再配置の影響を受けるストレージ
ユニットの仮想アドレスを示します。この情報により、再配置エントリは、実行時リンカーに
とって、より意味のあるものになります。
関連するプログラムによるアクセスの効率を高めるため、メンバーの解釈はオブジェクト
ファイルによって異なりますが、再配置タイプの意味は同じになります。

r_info

このメンバーは、再配置が行われなければならないシンボルテーブルインデックスと、適用
される再配置の種類を与えます。たとえば、呼び出し命令の再配置エントリは、呼び出され
る関数のシンボルテーブルインデックスを保持します。インデックスが STN_UNDEF (未定義
シンボルインデックス) の場合、再配置はシンボル値として 0 を使用します。
再配置の種類はプロセッサに固有です。再配置エントリの再配置の種類またはシンボ
ルテーブルインデックスは、それぞれ ELF32_R_TYPE または ELF32_R_SYM をエントリの
r_info メンバーに適用した結果です。

#define ELF32_R_SYM(info)             ((info)>>8)

#define ELF32_R_TYPE(info)            ((unsigned char)(info))

#define ELF32_R_INFO(sym, type)       (((sym)<<8)+(unsigned char)(type))

#define ELF64_R_SYM(info)             ((info)>>32)

#define ELF64_R_TYPE(info)            ((Elf64_Word)(info))

#define ELF64_R_INFO(sym, type)       (((Elf64_Xword)(sym)<<32)+ \
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                                          (Elf64_Xword)(type))

64 ビット SPARC Elf64_Rela 構造の場合、r_info フィールドはさらに 8 ビットの識別子
と 24 ビットの付随的なデータに分割されます。既存の再配置タイプの場合、データフィー
ルドはゼロになります。これに対し、新しい再配置タイプの場合には、データビットが使用さ
れる可能性があります。

#define ELF64_R_TYPE_DATA(info)       (((Elf64_Xword)(info)<<32)>>40)

#define ELF64_R_TYPE_ID(info)         (((Elf64_Xword)(info)<<56)>>56)

#define ELF64_R_TYPE_INFO(data, type) (((Elf64_Xword)(data)<<8)+ \

                                          (Elf64_Xword)(type))

r_addend

このメンバーは、再配置可能フィールドに格納される値の計算に使用される定数加数を指
定します。

Rela エントリには、明示的加数が含まれます。タイプ Rel のエントリには、変更される位置に暗
黙の加数が格納されます。すべての場合において、加数と計算された結果は同じバイト順序を
使用します。加数値の再配置エントリタイプおよび解釈は、プラットフォーム固有の ABI で定
義されます。

SPARC 32 ビット SPARC では Elf32_Rela 再配置エントリを使用します。64
ビット SPARC では Elf64_Rela 再配置エントリを使用します。r_addend
メンバーに追加された、再配置対象のフィールドの前の値は、再配置加
数として機能します。

32 ビット x86 32 ビット x86 は Elf32_Rel 再配置エントリを使用します。再配置対象
のフィールドは、加数を保持します。

64 ビット x86 64 ビット x86 は Elf64_Rela 再配置エントリを使用します。r_addend メ
ンバーは再配置加数として機能します。再配置対象のフィールドの前の
値は無視されます。

再配置セクションは、ほかに 2 つのセクションを参照することがあります。 1 つは sh_info セク
ションヘッダーエントリにより示されるシンボルテーブルで、もう 1 つは sh_link セクションヘッ
ダーエントリにより示される変更対象のセクションです。340 ページの「セクション」 に、各セ
クションの関係を示します。再配置オブジェクトに再配置セクションが存在するが、実行可能
ファイルや共有オブジェクトがオプションの場合は、sh_info エントリが必要です。再配置オフ
セットが存在すれば、再配置を実行できます。

いずれの場合でも r_offset 値は、影響を受けるストレージユニットの先頭バイトのオフセット
または仮想アドレスを指定します。再配置タイプは、変更されるビットと、これらのビットの値の
計算方法を指定します。
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再配置計算

再配置計算を記述するために次の表記が使用されます。

A 再配置可能フィールドの値を計算するために使用される加数。

B 実行時に共有オブジェクトがメモリーに読み込まれるベースアドレ
ス。一般的に、共有オブジェクトファイルは、ベース仮想アドレス 0 で
作成されます。ただし、共有オブジェクトの実行アドレスは異なりま
す。417 ページの「プログラムヘッダー」を参照してください。

G 実行時に再配置エントリのシンボルのアドレスが存在するグローバルオ
フセットテーブルへのオフセット。449 ページの「大域オフセットテーブ
ル (プロセッサ固有)」を参照してください。

GOT グローバルオフセットテーブルのアドレス。449 ページの「大域オフセッ
トテーブル (プロセッサ固有)」を参照してください。

L シンボルに対するプロシージャーのリンクテーブルエントリのセクションオ
フセットまたはアドレス。450 ページの「プロシージャーのリンクテーブル
(プロセッサ固有)」を参照してください。

P 再配置されるストレージユニットのセクションオフセットまたはアドレス
(r_offset を使用して計算)。

S インデックスが再配置エントリ内に存在するシンボルの値。

Z インデックスが再配置エントリ内に存在するシンボルのサイズ。

SPARC: 再配置

SPARC プラットフォームでは、再配置エントリはバイト (byte8)、ハーフワード (half16)、ワード
(word32)、および拡張ワード (xword64) に適用されます。
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再配置フィールドの dispn ファミリ (disp19、disp22、disp30) は、ワード整列された符号拡張の
PC 相対ディスプレイスメントです。すべてワードの位置 0 の最下位ビットで値をエンコードし、
値に割り当てられたビット数についてのみ異なります。

d2/disp8 および d2/disp14 バリアントは、隣接しない 2 つのビットフィールド d2 および disp n
を使用して、16 および 10 ビットのディスプレイスメント値をエンコードします。

再配置フィールドの immn ファミリ (imm5、imm6、imm7、imm10、imm13、imm22) は、符号なしの整
数定数を表します。すべてワードの位置 0 の最下位ビットで値をエンコードし、値に割り当てら
れたビット数についてのみ異なります。
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再配置フィールドの simmn ファミリ (simm10、simm11、simm13、simm22) は、符号付きの整数定
数を表します。すべてワードの位置 0 の最下位ビットで値をエンコードし、値に割り当てられた
ビット数についてのみ異なります。

SPARC: 再配置型

次の表に示すフィールド名は、再配置型がオーバーフローを検査するかどうかを通知します。計
算される再配置値は意図したフィールドより大きい場合があり、再配置型によっては値の適合
を検証 (V) したり結果を切り捨てたり (T) することがあります。たとえば、V-simm13 は、計算され
た値が simm13 フィールドの外部に 0 以外の有意ビットを持つことがないことを意味します。

表 12-16 SPARC: ELF 再配置型

名前 値 フィールド 計算

R_SPARC_NONE 0 なし なし

R_SPARC_8 1 V-byte8 S + A

R_SPARC_16 2 V-half16 S + A

R_SPARC_32 3 V-word32 S + A

R_SPARC_DISP8 4 V-byte8 S + A - P

R_SPARC_DISP16 5 V-half16 S + A - P

R_SPARC_DISP32 6 V-disp32 S + A - P

R_SPARC_WDISP30 7 V-disp30 (S + A - P) >> 2

R_SPARC_WDISP22 8 V-disp22 (S + A - P) >> 2

R_SPARC_HI22 9 T-imm22 (S + A) >> 10

R_SPARC_22 10 V-imm22 S + A

R_SPARC_13 11 V-simm13 S + A

R_SPARC_LO10 12 T-simm13 (S + A) & 0x3ff

R_SPARC_GOT10 13 T-simm13 G & 0x3ff

R_SPARC_GOT13 14 V-simm13 G

R_SPARC_GOT22 15 T-simm22 G >> 10
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名前 値 フィールド 計算

R_SPARC_PC10 16 T-simm13 (S + A - P) & 0x3ff

R_SPARC_PC22 17 V-disp22 (S + A - P) >> 10

R_SPARC_WPLT30 18 V-disp30 (L + A - P) >> 2

R_SPARC_COPY 19 なし この表のあとの説明を参照してください。

R_SPARC_GLOB_DAT 20 V-word32 S + A

R_SPARC_JMP_SLOT 21 なし この表のあとの説明を参照してください。

R_SPARC_RELATIVE 22 V-word32 B + A

R_SPARC_UA32 23 V-word32 S + A

R_SPARC_PLT32 24 V-word32 L + A

R_SPARC_HIPLT22 25 T-imm22 (L + A) >> 10

R_SPARC_LOPLT10 26 T-simm13 (L + A) & 0x3ff

R_SPARC_PCPLT32 27 V-word32 L + A - P

R_SPARC_PCPLT22 28 V-disp22 (L + A - P) >> 10

R_SPARC_PCPLT10 29 V-simm13 (L + A - P) & 0x3ff

R_SPARC_10 30 V-simm10 S + A

R_SPARC_11 31 V-simm11 S + A

R_SPARC_HH22 34 V-imm22 (S + A) >> 42

R_SPARC_HM10 35 T-simm13 ((S + A) >> 32) & 0x3ff

R_SPARC_LM22 36 T-imm22 (S + A) >> 10

R_SPARC_PC_HH22 37 V-imm22 (S + A - P) >> 42

R_SPARC_PC_HM10 38 T-simm13 ((S + A - P) >> 32) & 0x3ff

R_SPARC_PC_LM22 39 T-imm22 (S + A - P) >> 10

R_SPARC_WDISP16 40 V-d2/disp14 (S + A - P) >> 2

R_SPARC_WDISP19 41 V-disp19 (S + A - P) >> 2

R_SPARC_7 43 V-imm7 S + A

R_SPARC_5 44 V-imm5 S + A

R_SPARC_6 45 V-imm6 S + A

R_SPARC_HIX22 48 V-imm22 ((S + A) ^ 0xffffffffffffffff) >> 10

R_SPARC_LOX10 49 T-simm13 ((S + A) & 0x3ff) | 0x1c00

R_SPARC_H44 50 V-imm22 (S + A) >> 22

R_SPARC_M44 51 T-imm10 ((S + A) >> 12) & 0x3ff

R_SPARC_L44 52 T-imm13 (S + A) & 0xfff
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名前 値 フィールド 計算

R_SPARC_REGISTER 53 V-word32 S + A

R_SPARC_UA16 55 V-half16 S + A

R_SPARC_GOTDATA_HIX22 80 V-imm22 ((S + A - GOT) >> 10) ^ ((S + A - GOT)

>> 31)

R_SPARC_GOTDATA_LOX10 81 T-imm13 ((S + A - GOT) & 0x3ff) | (((S + A -

GOT) >> 31) & 0x1c00)

R_SPARC_GOTDATA_OP_HIX22 82 T-imm22 (G >> 10) ^ (G >> 31)

R_SPARC_GOTDATA_OP_LOX10 83 T-imm13 (G & 0x3ff) | ((G >> 31) & 0x1c00)

R_SPARC_GOTDATA_OP 84 Word32 この表のあとの説明を参照してください。

R_SPARC_SIZE32 86 V-word32 Z + A

R_SPARC_WDISP10 88 V-d2/disp8 (S + A - P) >> 2

注記 - スレッド固有ストレージの参照に使用できる再配置はほかにも存在します。これらの再配
置については、第14章「スレッド固有ストレージ (TLS)」で説明しています。

いくつかの再配置型には、単純な計算を超えたセマンティクスが存在します。

R_SPARC_GOT10

R_SPARC_LO10 に似ていますが、シンボルの GOT エントリのアドレスを参照する点が異なり
ます。また、R_SPARC_GOT10 は、グローバルオフセットテーブルの作成をリンカーに指示しま
す。

R_SPARC_GOT13

R_SPARC_13 に似ていますが、シンボルの GOT エントリのアドレスを参照する点が異なりま
す。また、R_SPARC_GOT13 は、グローバルオフセットテーブルの作成をリンカーに指示します。

R_SPARC_GOT22

R_SPARC_22 に似ていますが、シンボルの GOT エントリのアドレスを参照する点が異なりま
す。また、R_SPARC_GOT22 は、グローバルオフセットテーブルの作成をリンカーに指示します。

R_SPARC_WPLT30

R_SPARC_WDISP30 に似ていますが、シンボルのプロシージャーリンクテーブルエントリのアド
レスを参照する点が異なります。また、R_SPARC_WPLT30 は、プロシージャーのリンクテーブル
作成をリンカーに指示します。

R_SPARC_COPY

リンカーは、この再配置型を作成して、動的実行可能ファイルが読み取り専用のテキストセ
グメントを保持できるようにします。この再配置型のオフセットメンバーは、書き込み可能セ
グメントの位置を参照します。シンボルテーブルインデックスは、現オブジェクトファイルと



再配置セクション

第 12 章 オブジェクトファイル形式 389

共有オブジェクトの両方に存在する必要があるシンボルを指定します。実行時、実行時リ
ンカーは共有オブジェクトのシンボルに関連付けられているデータを、オフセットで指定さ
れている位置にコピーします。208 ページの「コピー再配置」を参照してください。

R_SPARC_GLOB_DAT

R_SPARC_32 に似ていますが、再配置は GOT エントリを指定されたシンボルのアドレスに設
定する点が異なります。この特殊な再配置型を使うと、シンボルと GOT エントリの対応付け
を判定できます。

R_SPARC_JMP_SLOT

リンカーは、動的オブジェクトが遅延結合を提供できるようにするため、この再配置型を作
成します。この再配置型のオフセットメンバーは、プロシージャーのリンクテーブルエントリの
位置を与えます。実行時リンカーは、プロシージャーのリンクテーブルエントリを変更して指
定シンボルアドレスに制御を渡します。

R_SPARC_RELATIVE

リンカーは、動的オブジェクト用にこの再配置型を作成します。この再配置型のオフセット
メンバーは、相対アドレスを表す値が存在する、共有オブジェクト内の位置を与えます。実
行時リンカーは共有オブジェクトが読み込まれる仮想アドレスに相対アドレスを加算するこ
とで、対応する仮想アドレスを計算します。この型に対する再配置エントリは、シンボルテー
ブルインデックスに対して値 0 を指定する必要があります。

R_SPARC_UA32

R_SPARC_32 に似ていますが、整列されていないワードを参照する点が異なります。再配置
されるワードは、任意整列が存在する 4 つの別個のバイトとして処理されなければなりま
せん (アーキテクチャーの要求に従って整列されるワードとしては処理されません)。

R_SPARC_LM22

R_SPARC_HI22 に似ていますが、妥当性検証ではなく切り捨てを行う点が異なります。

R_SPARC_PC_LM22

R_SPARC_PC22に似ていますが、妥当性検証ではなく切り捨てを行う点が異なります。

R_SPARC_HIX22

64 ビットアドレス空間の最上位 4G バイトに限定される実行可能ファイルに対して
R_SPARC_LOX10 とともに使用されます。R_SPARC_HI22 に似ていますが、リンク値の 1 の補
数を与えます。

R_SPARC_LOX10

R_SPARC_HIX22 とともに使用されます。R_SPARC_LO10 に似ていますが、必ずリンク値の
ビット 10 からビット 12 までを設定します。

R_SPARC_L44

再配置型 R_SPARC_H44 および R_SPARC_M44 とともに使用され、44 ビット絶対アドレス指
定モデルを生成します。
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R_SPARC_REGISTER

レジスタシンボルの初期化に使用されます。この再配置型のオフセットメンバーには、初期
化されるレジスタ番号が存在します。このレジスタに対応するレジスタシンボルが必要で
す。このシンボルの種類は SHN_ABS です。

R_SPARC_GOTDATA_OP_HIX22、R_SPARC_GOTDATA_OP_LOX10、および R_SPARC_GOTDATA_OP

これらの再配置はコード変換に対応したものです。

64 ビット SPARC: 再配置型

再配置計算に使用される次の表記は、64 ビット SPARC 固有のものです。

O 再配置可能フィールドの値を計算するために使用される二次的な加数。
この加数は、ELF64_R_TYPE_DATA マクロを適用することにより r_info
フィールドから抽出されます。

次の表に示す再配置型は、32 ビット SPARC 用に定義された再配置型を拡張または変 更し
ます。386 ページの「再配置型」を参照してください。

表 12-17 64 ビット SPARC: ELF 再配置型

名前 値 フィールド 計算

R_SPARC_HI22 9 V-imm22 (S + A) >> 10

R_SPARC_GLOB_DAT 20 V-xword64 S + A

R_SPARC_RELATIVE 22 V-xword64 B + A

R_SPARC_64 32 V-xword64 S + A

R_SPARC_OLO10 33 V-simm13 ((S + A) & 0x3ff) + O

R_SPARC_DISP64 46 V-xword64 S + A - P

R_SPARC_PLT64 47 V-xword64 L + A

R_SPARC_REGISTER 53 V-xword64 S + A

R_SPARC_UA64 54 V-xword64 S + A

R_SPARC_H34 85 V-imm22 (S + A) >> 12

R_SPARC_SIZE64 87 V-xword64 Z + A

次の再配置型には、単純な計算を超えたセマンティクスが存在します。

R_SPARC_OLO10

R_SPARC_LO10 に似ていますが、符号付き 13 ビット即値フィールドを十分に使用するため
に余分なオフセットが追加される点が異なります。
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x86: 再配置
x86 では、再配置エントリはワード (word32) および拡張ワード (xword64) に適用されます。

word32 は、任意バイト整列が存在する 4 バイトを占める 32 ビットフィールドを指定します。こ
れらの値は、x86 アーキテクチャーにおけるほかのワード値と同じバイト順序を使用します。

32 ビット x86: 再配置型

次の表に、32 ビット x86 用に定義された再配置を示します。

表 12-18 32 ビット x86: ELF 再配置型

名前 値 フィールド 計算

R_386_NONE 0 なし なし

R_386_32 1 word32 S + A

R_386_PC32 2 word32 S + A - P

R_386_GOT32 3 word32 G + A

R_386_PLT32 4 word32 L + A - P

R_386_COPY 5 なし この表のあとの説明を参照してください。

R_386_GLOB_DAT 6 word32 S

R_386_JMP_SLOT 7 word32 S

R_386_RELATIVE 8 word32 B + A
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名前 値 フィールド 計算

R_386_GOTOFF 9 word32 S + A - GOT

R_386_GOTPC 10 word32 GOT + A - P

R_386_32PLT 11 word32 L + A

R_386_16 20 word16 S + A

R_386_PC16 21 word16 S + A - P

R_386_8 22 word8 S + A

R_386_PC8 23 word8 S + A - P

R_386_SIZE32 38 word32 Z + A

注記 - スレッド固有ストレージの参照に使用できる再配置はほかにも存在します。これらの再配
置については、第14章「スレッド固有ストレージ (TLS)」で説明しています。

いくつかの再配置型には、単純な計算を超えたセマンティクスが存在します。

R_386_GOT32

GOT のベースからシンボルの GOT エントリまでの距離を計算します。この再配置型はまた、
大域オフセットテーブルを作成するようにリンカーに指示します。

R_386_PLT32

シンボルのプロシージャーのリンクテーブルエントリのアドレスを計算し、かつプロシージャー
のリンクテーブルを作成するようにリンカーに指示します。

R_386_COPY

リンカーは、この再配置型を作成して、動的実行可能ファイルが読み取り専用のテキストセ
グメントを保持できるようにします。この再配置型のオフセットメンバーは、書き込み可能セ
グメントの位置を参照します。シンボルテーブルインデックスは、現オブジェクトファイルと
共有オブジェクトの両方に存在する必要があるシンボルを指定します。実行時、実行時リ
ンカーは共有オブジェクトのシンボルに関連付けられているデータを、オフセットで指定さ
れている位置にコピーします。208 ページの「コピー再配置」を参照してください。

R_386_GLOB_DAT

GOT エントリを、指定されたシンボルのアドレスに設定します。この特殊な再配置型を使う
と、シンボルと GOT エントリの対応付けを判定できます。

R_386_JMP_SLOT

リンカーは、動的オブジェクトが遅延結合を提供できるようにするため、この再配置型を作
成します。この再配置型のオフセットメンバーは、プロシージャーのリンクテーブルエントリの
位置を与えます。実行時リンカーは、プロシージャーのリンクテーブルエントリを変更して指
定シンボルアドレスに制御を渡します。
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R_386_RELATIVE

リンカーは、動的オブジェクト用にこの再配置型を作成します。この再配置型のオフセット
メンバーは、相対アドレスを表す値が存在する、共有オブジェクト内の位置を与えます。実
行時リンカーは共有オブジェクトが読み込まれる仮想アドレスに相対アドレスを加算するこ
とで、対応する仮想アドレスを計算します。この型に対する再配置エントリは、シンボルテー
ブルインデックスに対して値 0 を指定する必要があります。

R_386_GOTOFF

シンボルの値と GOT のアドレスの差を計算します。この再配置型はまた、大域オフセット
テーブルを作成するようにリンカーに指示します。

R_386_GOTPC

R_386_PC32 に似ていますが、計算を行う際に GOT のアドレスを使用する点が異なります。
この再配置で参照されるシンボルは、通常 _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ です。この再配置型
はまた、大域オフセットテーブルを作成するようにリンカーに指示します。

x64: 再配置型

次の表に、x64 用に定義された再配置を示します。

表 12-19 x64: ELF 再配置型

名前 値 フィールド 計算

R_AMD64_NONE 0 なし なし

R_AMD64_64 1 word64 S + A

R_AMD64_PC32 2 word32 S + A - P

R_AMD64_GOT32 3 word32 G + A

R_AMD64_PLT32 4 word32 L + A - P

R_AMD64_COPY 5 なし この表のあとの説明を参照してください。

R_AMD64_GLOB_DAT 6 word64 S

R_AMD64_JUMP_SLOT 7 word64 S

R_AMD64_RELATIVE 8 word64 B + A

R_AMD64_GOTPCREL 9 word32 G + GOT + A - P

R_AMD64_32 10 word32 S + A

R_AMD64_32S 11 word32 S + A

R_AMD64_16 12 word16 S + A

R_AMD64_PC16 13 word16 S + A - P
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名前 値 フィールド 計算

R_AMD64_8 14 word8 S + A

R_AMD64_PC8 15 word8 S + A - P

R_AMD64_PC64 24 word64 S + A - P

R_AMD64_GOTOFF64 25 word64 S + A - GOT

R_AMD64_GOTPC32 26 word32 GOT + A + P

R_AMD64_SIZE32 32 word32 Z + A

R_AMD64_SIZE64 33 word64 Z + A

注記 - スレッド固有ストレージの参照に使用できる再配置はほかにも存在します。これらの再配
置については、第14章「スレッド固有ストレージ (TLS)」で説明しています。

これらの再配置型のほとんどの特別なセマンティクスは、x86 で使用されているものと同じで
す。いくつかの再配置型には、単純な計算を超えたセマンティクスが存在します。

R_AMD64_GOTPCREL

この再配置のセマンティクスは R_AMD64_GOT32 または等しい R_386_GOTPC 再配置と異な
ります。x64 アーキテクチャーは、命令ポインタに対して相対的なアドレス指定モードを提供
します。したがって、アドレスは 1 つの命令で GOT から読み込むことができます。
R_AMD64_GOTPCREL 再配置の計算は、シンボルのアドレスを指定した GOT 内の位置と再配
置を適用する位置の間の差を提供します。

R_AMD64_32

計算値は 32 ビットに切り捨てられます。リンカーは、再配置のために生成された値が元の
64 ビット値にゼロ拡張されていることを確認します。

R_AMD64_32S

計算値は 32 ビットに切り捨てられます。リンカーは、再配置のために生成された値が元の
64 ビット値に符号拡張されていることを確認します。

R_AMD64_8、R_AMD64_16、R_AMD64_PC16、R_AMD64_PC8

これらの再配置は x64 ABI には準拠していませんが、ドキュメント化するためにここに追
加しておきます。R_AMD64_8 再配置は、計算値を 8 ビットに切り詰めます。R_AMD64_16 再
配置は、計算値を 16 ビットに切り詰めます。
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文字列テーブルセクション

文字列テーブルセクションは、ヌル文字で終了する一連の文字 (一般に文字列と呼ばれてい
る) を保持します。オブジェクトファイルは、これらの文字列を使用してシンボルとセクション名
を表します。文字列をインデックスに使用して、文字列テーブルセクションを参照します。

先頭バイト (インデックス 0) は、ヌル文字を保持します。同様に、文字列テーブルの最後のバイ
トは、ヌル文字を保持します。したがって、すべての文字列は確実にヌル文字で終了します。し
たがって、すべての文字列は確実にヌル文字で終了します。インデックスが 0 の文字列は、名
前を指定しないかヌル文字の名前を指定します (状況に依存する)。

空の文字列テーブルセクションが許可されており、セクションヘッダーの sh_size メンバーに 0
が入ります。0 以外のインデックスは、空の文字列テーブルに対して無効です。

セクションヘッダーの sh_name メンバーは、セクションヘッダー文字列テーブルセクションへのイ
ンデックスを保持します。セクションヘッダー文字列テーブルは、ELF ヘッダーの e_shstrndx メ
ンバーで示されます。次の図は、25 バイトの文字列テーブルと、さまざまなインデックスに関連
付けられている文字列を示しています。

図   12-7 ELF 文字列テーブル

次の表に、上の図に示した文字列テーブルの文字列を示しています。

表 12-20 ELF 文字列テーブルインデックス

インデックス 文字列

0 なし

1 name

7 Variable

11 able

16 able



シンボルテーブルセクション

396 Oracle Solaris 11.2 リンカーとライブラリガイド • 2014 年 7 月

インデックス 文字列

24 ヌル文字列

例で示しているとおり、文字列テーブルインデックスはセクションのすべてのバイトを参照できま
す。文字列は 2 回以上出現可能です。部分文字列に対する参照は存在可能です。単一文字
列は複数回参照可能です。参照されない文字列も許可されます。

シンボルテーブルセクション
オブジェクトファイルのシンボルテーブルには、プログラムのシンボル定義とシンボル参照の検
索と再配置に必要となる情報が格納されます。シンボルテーブルインデックスは、この配列へ
の添字です。インデックス 0 はシンボルテーブルの先頭エントリを指定し、また未定義シンボル
インデックスとして機能します。表12-24「ELF シンボルテーブルエントリ: インデックス 0」 を参
照してください。

シンボルテーブルエントリの形式は、次のとおりです。sys/elf.h を参照してください。

typedef struct {

        Elf32_Word      st_name;

        Elf32_Addr      st_value;

        Elf32_Word      st_size;

        unsigned char   st_info;

        unsigned char   st_other;

        Elf32_Half      st_shndx;

} Elf32_Sym;

typedef struct {

        Elf64_Word      st_name;

        unsigned char   st_info;

        unsigned char   st_other;

        Elf64_Half      st_shndx;

        Elf64_Addr      st_value;

        Elf64_Xword     st_size;

} Elf64_Sym;

st_name

オブジェクトファイルのシンボル文字列テーブルへのインデックス (シンボル名の文字表
現を保持)。値が 0 以外の場合、その値はシンボル名を与える文字列テーブルインデック
スを表します。値が 0 の場合、シンボルテーブルエントリに名前は存在しません。

st_value

関連付けられているシンボルの値。この値は、状況に応じて絶対値またはアドレスを表しま
す。403 ページの「シンボル値」 を参照してください。
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st_size

多くのシンボルは、関連付けられているサイズを持っています。たとえば、データオブジェク
トのサイズは、オブジェクトに存在するバイト数です。このメンバーは、シンボルがサイズを
持っていない場合またはサイズが不明な場合、値 0 を保持します。

st_info

シンボルの種類および結び付けられる属性。値と意味のリストを、表12-21「ELF シンボ
ルのバインディング、(ELF32_ST_BIND、ELF64_ST_BIND)」 に示します。次のコードは、値の処
理方法を示します。sys/elf.h を参照してください。

#define ELF32_ST_BIND(info)          ((info) >> 4)

#define ELF32_ST_TYPE(info)          ((info) & 0xf)

#define ELF32_ST_INFO(bind, type)    (((bind)<<4)+((type)&0xf))

#define ELF64_ST_BIND(info)          ((info) >> 4)

#define ELF64_ST_TYPE(info)          ((info) & 0xf)

#define ELF64_ST_INFO(bind, type)    (((bind)<<4)+((type)&0xf))

st_other

シンボルの可視性。値と意味のリストを、表12-23「ELF シンボルの可視性」 に示します。
次のコードは、32 ビットオブジェクトと 64 ビットオブジェクトの両方の値を操作する方法
を示しています。その他のビットは 0 に設定され、特に意味はありません。

#define ELF32_ST_VISIBILITY(o)       ((o)&0x3)

#define ELF64_ST_VISIBILITY(o)       ((o)&0x3)

st_shndx

すべてのシンボルテーブルエントリは、何らかのセクションに関して定義されます。このメン
バーは、該当するセクションヘッダーテーブルインデックスを保持します。いくつかのセクショ
ンインデックスは、特別な意味を示します。表12-4「ELF セクションの特殊インデックス」
を参照してください。
このメンバーに SHN_XINDEX が含まれる場合は、実際のセクションヘッダーインデックスが
大きすぎてこのフィールドに入りません。実際の値は、タイプ SHT_SYMTAB_SHNDX の関連す
るセクション内に存在します。

シンボルのバインディングは、st_info フィールドで決定されますが、これにより、リンクの可視
性と動作が決定します。

表 12-21 ELF シンボルのバインディング、(ELF32_ST_BIND、ELF64_ST_BIND)

名前 値

STB_LOCAL 0

STB_GLOBAL 1

STB_WEAK 2
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名前 値

STB_LOOS 10

STB_HIOS 12

STB_LOPROC 13

STB_HIPROC 15

STB_LOCAL

局所シンボル。局所シンボルは、局所シンボルの定義が存在するオブジェクトファイルの
外部では見えません。同じ名前の局所シンボルは、互いに干渉することなく複数のファイ
ルに存在できます。

STB_GLOBAL

大域シンボル。大域シンボルは、結合されるすべてのオブジェクトファイルで見ることがで
きます。あるファイルの大域シンボルの定義は、その大域シンボルへの別ファイルの未定
義参照を解決します。

STB_WEAK

ウィークシンボル。ウィークシンボルは大域シンボルに似ていますが、ウィークシンボルの定
義の優先順位は大域シンボルの定義より低いです。

STB_LOOS - STB_HIOS

この範囲の値 (両端の値を含む) は、オペレーティングシステム固有のセマンティクスのた
めに予約されています。

STB_LOPROC - STB_HIPROC

この範囲の値は、プロセッサ固有のセマンティクスのために予約されています。

大域シンボルとウィークシンボルは、主に 2 つの点で異なります。

■ リンカーがいくつかの再配置可能オブジェクトファイルを結合する場合は、同じ名前を持つ
複数の STB_GLOBAL シンボルは定義できません。ただし、定義された大域シンボルが存在
している場合、同じ名前のウィークシンボルが現れてもエラーは発生しません。リンカーは大
域定義を使用し、ウィーク定義を無視します。

同様に、共有シンボルが存在している場合にそれと同じ名前のウィークシンボルが現れて
も、エラーは発生しません。リンカーは共通定義を使用し、ウィーク定義を無視します。共通シ
ンボルは、SHN_COMMON を保持する st_shndx フィールドを持ちます。40 ページの「シンボル
解決」を参照してください。

■ リンカーがアーカイブライブラリを検索すると、未定義または一時的な大域シンボル定義が
存在するアーカイブメンバーが抽出されます。メンバーの定義は、大域シンボルまたはウィー
クシンボルになります。
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リンカーはデフォルトでは、未定義のウィークシンボルを解決するためのアーカイブメンバー
を抽出しません。解決されていないウィークシンボルは、値 0 を持ちます。-z weakextract
を使用すると、このデフォルトの動作をオーバーライドします。このオプションを使用すると、
ウィーク参照がアーカイブメンバーを抽出できます。

注記 - ウィークシンボルは、主にシステムソフトウェアでの使用を意図したものです。アプリケー
ションプログラムでの使用は推奨されません。

各シンボルテーブルにおいて、STB_LOCAL 結合を持つすべてのシンボルは、ウィークシンボルと
大域シンボルの前に存在します。340 ページの「セクション」に記述されているとおり、シン
ボルテーブルセクションの sh_info セクションヘッダーメンバーは、最初のローカルではないシ
ンボルに対するシンボルテーブルインデックスを保持します。

シンボルのタイプは st_info フィールドで指定され、これにより、関連付けられた実体の一般的
な分類が決定されます。

表 12-22 ELF シンボルのタイプ (ELF32_ST_TYPE、ELF64_ST_TYPE)

名前 値

STT_NOTYPE 0

STT_OBJECT 1

STT_FUNC 2

STT_SECTION 3

STT_FILE 4

STT_COMMON 5

STT_TLS 6

STT_LOOS 10

STT_HIOS 12

STT_LOPROC 13

STT_SPARC_REGISTER 13

STT_HIPROC 15

STT_NOTYPE

シンボルの種類は指定されません。

STT_OBJECT

シンボルは、データオブジェクト (変数や配列など) と関連付けられています。
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STT_FUNC

シンボルは、関数またはほかの実行可能コードに関連付けられています。

STT_SECTION

シンボルは、セクションに関連付けられています。この種類のシンボルテーブルエントリは
主に再配置を行うために存在しており、通常、STB_LOCAL に結び付けられています。

STT_FILE

慣例により、シンボルの名前はオブジェクトファイルに対応するソースファイルの名前を与
えます。ファイルシンボルは STB_LOCAL に結び付けられており、セクションインデックスは
SHN_ABS です。このシンボルは、存在する場合、ファイルのほかの STB_LOCAL シンボルの
前に存在します。
SHT_SYMTAB のシンボルインデックス 1 は、そのオブジェクトファイルを表す STT_FILE シ
ンボルです。慣例により、このシンボルのあとにはファイル STT_SECTION シンボルが続きま
す。これらのセクションシンボルの後には、ローカルになった大域シンボルが続きます。

STT_COMMON

このシンボルは、初期設定されていない共通ブロックを表します。このシンボル
は、STT_OBJECT とまったく同じに扱われます。

STT_TLS

シンボルは、スレッド固有ストレージの実体を指定します。定義されている場合、実際のアド
レスではなく、シンボルに割り当てられたオフセットを提供します。
スレッドローカルストレージの再配置では、タイプが STT_TLS のシンボルしか参照できませ
ん。割り当て可能なセクションからタイプが STT_TLS のシンボルを参照するには、特別なス
レッドローカルストレージ再配置を使用するしか方法がありません。詳細は、第14章「スレッ
ド固有ストレージ (TLS)」を参照してください。割り当てができないセクションからタイプが
STT_TLS のシンボルを参照する際には、この制限はありません。

STT_LOOS - STT_HIOS

この範囲の値 (両端の値を含む) は、オペレーティングシステム固有のセマンティクスのた
めに予約されています。

STT_LOPROC - STT_HIPROC

この範囲の値は、プロセッサ固有のセマンティクスのために予約されています。

シンボルの可視性は、その st_other フィールドで決まります。この可視性は、再配置可能オブ
ジェクトで指定できます。シンボルの可視性により、シンボルが実行可能ファイルまたは共有オ
ブジェクトの一部になった後のシンボルへのアクセス方法が定義されます。

表 12-23 ELF シンボルの可視性

名前 値

STV_DEFAULT 0
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名前 値

STV_INTERNAL 1

STV_HIDDEN 2

STV_PROTECTED 3

STV_EXPORTED 4

STV_SINGLETON 5

STV_ELIMINATE 6

STV_DEFAULT

STV_DEFAULT 属性を持つシンボルの可視性は、シンボルの結合タイプで指定されたもの
になります。大域シンボルおよびウィークシンボルは、それらの定義するコンポーネント (実
行可能ファイルまたは共有オブジェクト) の外から見ることができます。局所シンボルは、
「隠されて」います。大域シンボルおよびウィークシンボルは、横取りすることもできます。別
のコンポーネントの同じ名前の定義によってこれらのシンボルに割り込むこともできます。

STV_PROTECTED

現在のコンポーネント内で定義されたシンボルは、それがほかのコンポーネント内で参照
可能であるが横取り可能ではない場合、保護されています。定義コンポーネント内からシ
ンボルへの参照など、あらゆる参照について、コンポーネント内の定義に解決する必要が
あります。この解決は、シンボル定義がデフォルト規則によって割り込みを行う別のコン
ポーネント内に存在する場合も、実行する必要があります。STB_LOCAL 結合を持つシンボル
は、STV_PROTECTED 可視性を持ちません。

STV_HIDDEN

現在のコンポーネント内で定義されたシンボルは、その名前がほかのコンポーネントから
参照することができない場合、「隠されて」います。そのようなシンボルは、保護される必要
があります。この属性は、コンポーネントの外部インタフェースの管理に使用されます。その
ようなシンボルによって指定されたオブジェクトは、そのアドレスが外部に渡された場合で
も、ほかのコンポーネントから参照可能です。
再配置可能オブジェクトに含まれた「隠された」シンボルは、そのオブジェクトが実行可能
ファイルまたは共有オブジェクトに含まれる時には、削除されるか STB_LOCAL 結合に変換
されます。

STV_INTERNAL

この可視性属性は STV_HIDDEN と同じものとして解釈されます。

STV_EXPORTED

この可視性属性によって、シンボルのスコープが大域に維持されます。ほかのどのような
シンボル可視性テクニックを使っても、この可視性を降格または削除することはできませ
ん。STB_LOCAL 結合を持つシンボルは、STV_EXPORTED 可視性を持ちません。
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STV_SINGLETON

この可視性属性によって、シンボルのスコープが大域に維持され、プロセス内のすべ
ての参照はシンボル定義の 1 つのインスタンスだけにバインドされます。ほかのどの
ようなシンボル可視性テクニックを使っても、この可視性を降格または削除すること
はできません。STB_LOCAL 結合を持つシンボルは、STV_SINGLETON 可視性を持ちませ
ん。STV_SINGLETON  に直接バインドすることはできません。

STV_ELIMINATE

この可視性属性は STV_HIDDEN を継承します。現在のコンポーネント内でこの属性が定義
されたシンボルは、ほかのコンポーネントから見えません。このシンボルは、そのコンポーネ
ントを使用する動的実行可能ファイルまたは共有オブジェクトのシンボルテーブルには書
き込まれません。

STV_SINGLETON 可視性属性は、リンク編集中、実行可能ファイルまたは共有オブジェクト内の
シンボルの解決に影響する可能性があります。プロセス内の参照には、シングルトンの 1 つの
インスタンスだけをバインドできます。

STV_SINGLETON は STV_DEFAULT 可視性属性と一緒に使用できますが、STV_SINGLETON が優
先されます。STV_EXPORT は STV_DEFAULT 可視性属性と一緒に使用できますが、STV_EXPORT
が優先されます。STV_SINGLETON または STV_EXPORT 可視性は、それ以外の可視性属性とは
一緒に使用できません。そのような場合、リンク編集にとって致命的とみなされます。

ほかの可視性の属性は、リンク編集中、実行可能ファイルまたは共有オブジェクト内のシンボ
ルの解決にはまったく影響をおよぼしません。このような解決は、結合タイプによって制御され
ます。いったんリンカーがその解決を選択すると、これらの属性は次の 2 つの必要条件を課し
ます。どちらの必要条件も、リンクされるコード内の参照は、属性の利点を利用するために最適
化されるという事実に基づくものです。

■ すべてのデフォルトでない可視性の属性は、シンボルの参照に適用される際、「その参照
を満たす定義は、リンクされているオブジェクト内で提供されなければならない」ということ
を暗黙の条件としています。この種のシンボルの参照がリンクされるオブジェクト内に定義
を持たない場合は、その参照は STB_WEAK 結合を持つ必要があります。この場合、参照は 0
に解決されます。

■ 名前への参照または名前の定義がデフォルトでない可視性の属性を持つシンボルである
場合、その可視性の属性はリンクされているオブジェクト内の解決シンボルへ伝達されな
ければなりません。シンボルの特定のインスタンスに対して異なる可視性の属性が指定さ
れている場合は、もっとも制約の厳しい可視性の属性が、リンクされるオブジェクト内の解
決シンボルへ伝達されなければなりません。属性は、もっとも制約の少ないものからもっと
も制約の厳しいものの順に、STV_PROTECTED、STV_HIDDEN、STV_INTERNAL となります。
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シンボル値がセクション内の特定位置を参照すると、セクションインデックスメンバー st_shndx
は、セクションヘッダーテーブルへのインデックスを保持します。再配置時にセクションが移動す
ると、シンボル値も変化します。シンボルへの参照はプログラム内の同じ位置を指し示し続けま
す。いくつかの特別なセクションインデックス値は、ほかのセマンティクスが付けられています。

SHN_ABS

このシンボルは、再配置が行われても変わらない絶対値を持ちます。

SHN_COMMON および SHN_AMD64_LCOMMON

このシンボルは、まだ割り当てられていない共通ブロックを示します。シンボル値は、セク
ションの sh_addralign メンバーに類似した整列制約を与えます。リンカーは st_value の
倍数のアドレスにシンボル用のストレージを割り当てます。シンボルのサイズは、必要なバ
イト数を示します。

SHN_UNDEF

このセクションテーブルインデックスは、シンボルが未定義であることを示します。リンカー
がこのオブジェクトファイルを、示されたシンボルを定義するほかのオブジェクトファイル
に結合すると、このシンボルに対するこのファイルの参照は定義に結び付けられます。

前述したとおり、インデックス 0 (STN_UNDEF) のシンボルテーブルエントリは予約されています。
このエントリは次の値を保持します。

表 12-24 ELF シンボルテーブルエントリ: インデックス 0

名前 値 注意

st_name 0 名前が存在しない

st_value 0 値は 0

st_size 0 サイズが存在しない

st_info 0 種類はない。ローカル結合

st_other 0

st_shndx SHN_UNDEF セクションは存在しない

シンボル値
異なる複数のオブジェクトファイル型のシンボルテーブルエントリは、st_value メンバーに対し
てわずかに異なる解釈を持ちます。

■ 再配置可能ファイルでは、st_value は、セクションインデックスが SHN_COMMON であるシン
ボルに対する整列制約を保持します。
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■ 再配置可能ファイルでは、st_value は定義されたシンボルに対するセクションオフセットを
保持します。st_value は、st_shndx が識別するセクションの先頭からのオフセットになりま
す。

■ 実行可能オブジェクトファイルと共有オブジェクトファイルでは、st_value は仮想アドレス
を保持します。これらのファイルのシンボルを実行時リンカーに対してより有用にするため
に、セクションオフセット (ファイル解釈) の代わりに、セクション番号が無関係な仮想アドレ
ス (ファイル解釈) が使用されます。

シンボルテーブル値は、異なる種類のオブジェクトファイルでも似た意味を持ちますが、適切な
プログラムはデータに効率的にアクセスできます。

シンボルテーブルのレイアウトと規則

シンボルテーブル内のシンボルは、次の順序で書き込まれます。

■ シンボルテーブルのインデックス 0 は、未定義のシンボルを表現するために使用されます。
このシンボルテーブルの最初のエントリは常に、すべてゼロです。つまり、シンボルタイプは
STT_NOTYPE です。

■ シンボルテーブルに局所シンボルが含まれている場合、そのシンボルテーブルの 2 番目の
エントリは、ファイルの名前を示す STT_FILE シンボルです。

■ STT_SECTION タイプのセクションシンボル。

■ STT_REGISTER タイプのレジスタシンボル。

■ ローカルスコープに制限されている大域シンボル。
■ 局所シンボルを使用する入力ファイルの場合は、入力ファイルの名前を示す STT_FILE シ

ンボルとその局所シンボル。
■ 大域シンボルのすぐあとに、シンボルテーブル内の局所シンボルが書き込まれます。最初

の大域シンボルは、シンボルテーブルの sh_info 値によって識別されます。局所シンボル
と大域シンボルは常にこの方法で別々に処理されるので、混在する可能性はありません。

Oracle Solaris OS には、3 つの特別なシンボルテーブルがあります。

.symtab (SHT_SYMTAB)

このシンボルテーブルには、関連する ELF ファイルを示すあらゆるシンボルが入っていま
す。このシンボルテーブルは、通常は割り当てることができないため、プロセスのメモリーイ
メージ内では使用できません。
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ELIMINATE キーワードと一緒に mapfile を使用すると、.symtab から大域シンボルを削
除できます。56 ページの「シンボル削除」および 239 ページの「SYMBOL_SCOPE/
SYMBOL_VERSION 指令」を参照してください。

.dynsym (SHT_DYNSYM)

このテーブルには、.symtab テーブルのシンボルのうち、動的リンクをサポートするために必
要なシンボルだけが入っています。このシンボルテーブルは、割り当てることができるため、
プロセスのメモリーイメージ内で使用できます。
.dynsym テーブルは標準 NULL シンボルで始まり、そのあとに大域シンボルが続きま
す。STT_FILE シンボルは通常、このシンボルテーブルにはありません。STT_SECTION シン
ボルは、再配置エントリが必要とする場合に存在する可能性があります。

.SUNW_ldynsym (SHT_SUNW_LDYNSYM)

.dynsym テーブル内で見つかる情報を拡張する省略可能なシンボルテーブ
ル。.SUNW_ldynsym テーブルには局所関数シンボルが含まれます。このシンボルテーブル
は、割り当てることができるため、プロセスのメモリーイメージ内で使用できます。このセク
ションを追加することで、.symtab を割り当てることができないために、テーブルが使用で
きないまたはファイルから削除されたときでも、デバッガは実行時状況で正確なスタックト
レースを行うことができます。また、このセクションは、dladdr(3C)が使用する追加シンボ
リック情報を実行時環境に提供します。

.SUNW_ldynsym テーブルが存在するには、.dynsym  テーブルが存在している必要がありま
す。.SUNW_ldynsym セクションと .dynsym セクションの両方があるときは、リンカーはそれらの
データ領域を並べて配置します (.SUNW_ldynsym が最初)。このように配置されることで、2 つの
テーブルを大きな 1 つの連続したシンボルテーブルとして表示することができます。このシンボ
ルテーブルは、すでに説明した標準レイアウト規則に従います。

.SUNW_ldynsym テーブルを削除するには、リンカーの -z noldynsym オプションを使用します。

シンボルソートセクション
並んで配置される .SUNW_ldynsym セクションと .dynsym セクションによって作成される動的な
シンボルテーブルを使って、メモリーアドレスを対応するシンボルにマッピングできます。このマッ
ピングを使って、特定のアドレスがどの関数または変数を表現するかを判断できます。ただし、
シンボルテーブルを解析してマッピングを判断することは、シンボルがシンボルテーブルに書き
込まれる順番が原因で、複雑な作業になります。404 ページの「シンボルテーブルのレイアウ
トと規則」を参照してください。このレイアウトによって、アドレスをシンボル名に関連付ける作業
は複雑になります。

■ シンボルがアドレスでソートされていないため、テーブル全体を地道に上から順番に検索す
る必要があります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adladdr-3c
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■ 特定のアドレスを複数のシンボルが参照していることがあります。これらのシンボルは有効
で正しいのですが、それらの等価の名前のうち、デバッグツールがどれを使用するかを選択
するかが明確でないことがあります。ツールごとに異なる名前が使用されることもあります。
こうした問題によって、ユーザーが混乱する可能性があります。

■ 多くのシンボルがアドレス以外の情報を提供しています。それらのシンボルを検索に含める
べきではありません。

これらの問題を解決するために、シンボルソートセクションを使用します。シンボルソートセ
クションは、Elf32_Word または Elf64_Word オブジェクトの配列です。この配列の各要素
は、.SUNW_ldynsym と .dynsym の結合シンボルテーブルへのインデックスです。この配列の要
素は、参照されるシンボルがソート順に提供されるようにソートされます。関数または変数を表
現するシンボルのみが取り込まれます。ソート配列に関連付けられたシンボルは、-S オプション
付きでelfdump(1)を使用することで表示できます。

通常のシンボルとスレッド固有ストレージシンボルを一緒にソートすることはできません。通常の
シンボルの値は、そのシンボルが参照している関数または変数のアドレスです。スレッド固有ス
トレージシンボルの値は、変数のスレッドオフセットです。したがって、通常のシンボルとスレッド
固有ストレージシンボルでは、異なる 2 つのソートセクションが使用されます。

.SUNW_dynsymsort

SHT_SUNW_SYMSORT タイプのセクション。.SUNW_ldynsym と .dynsym の結合シンボルテーブ
ル内の通常のシンボルへのインデックスが含まれます (アドレスでソート) 。変数または関
数を表現しないシンボルは取り込まれません。

.SUNW_dyntlssort

SHT_SUNW_TLSSORT タイプのセクション。.SUNW_ldynsym と .dynsym の結合シンボルテーブ
ル内の TLS シンボルへのインデックスが含まれます (オフセットでソート) 。このセクション
は、オブジェクトファイルに TLS シンボルが含まれる場合にだけ作成されます。

リンカーは、ソートセクションがどのシンボルを参照するかを選択するために、次の規則を記載
順に使用します。

■ シンボルは関数タイプまたは変数タイプである必要がある:
STT_FUNC、STT_OBJECT、STT_COMMON、または STT_TLS。

■ 次のシンボルは常に取り込まれる (存在する場合):
_DYNAMIC、_end、_fini、_GLOBAL_OFFSET_TABLE_、 _init、_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_、
および _start。

■ 同じ項目を参照する大域シンボルとウィークシンボルが見つかった場合は、ウィークシンボ
ルが取り込まれ、大域シンボルは除外される。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
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■ シンボルは未定義であってはいけない。
■ シンボルはゼロ以外のサイズである必要がある。

これらの規則によって、コンパイラとリンカーが自動的に生成するシンボルは除外されます。選
択されるシンボルは、ユーザーに関係するものです。ただし、次の 2 つの場合には、選択処理を
改善するために手動による介入が必要になる場合があります。

■ 規則によって、必要とする特殊シンボルが選択されなかった場合。たとえば、サイズがゼロ
の特殊シンボルなど。

■ 不要で余分なシンボルが選択される場合。たとえば、共有オブジェクトには、同じアドレス
を参照し、同じサイズのシンボルを複数定義できます。これらの別名シンボルは同じ項目を
参照することになります。ソートセクション内で、複数のシンボルファミリの 1 つだけを取り込
みたい場合があります。

mapfile のキーワード DYNSORT および NODYNSORT により、シンボルをきめ細かく選択できま
す。239 ページの「SYMBOL_SCOPE/SYMBOL_VERSION 指令」を参照してください。

DYNSORT

ソートセクションに含める必要があるシンボルを指定します。シンボルタイプは
STT_FUNC、STT_OBJECT、STT_COMMON、または STT_TLS  である必要があります。

NODYNSORT

ソートセクションに含める必要があるシンボルを指定します。

たとえば、あるオブジェクトのシンボルテーブル定義が次のようになっているとします。

$ elfdump -sN.symtab foo.so.1 | egrep "foo$|bar$"

    [37]    0x4b0   0x1c  FUNC GLOB  D   0 .text      bar

    [38]    0x4b0   0x1c  FUNC WEAK  D   0 .text      foo

シンボル foo と bar は別名ペアを表現しています。デフォルトでは、ソートされた配列を作成す
るときに、シンボル foo だけが表現されます。

$ cc -o foo.so.1 -G foo.c

$ elfdump -S foo.so.1 | egrep "foo$|bar$"

    [13]    0x4b0   0x1c  FUNC WEAK  D   0 .text      foo

リンカーによって同じ項目を参照する大域シンボルとウィークシンボルが検出された場合は、通
常はウィークシンボルが選択されます。ウィークシンボル foo に関連付けられたので、シンボル
bar はソートされた配列から除外されます。

次の mapfile を実行すると、シンボル bar がソートされた配列内で表現されています。シンボ
ル foo は表示されません。
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$ cat mapfile

{

        global:

                bar = DYNSORT;

                foo = NODYNSORT;

};

$ cc -M mapfile -o foo.so.2 -Kpic -G foo.c

$ elfdump -S foo.so.2 | egrep "foo$|bar$"

    [13]    0x4b0   0x1c  FUNC GLOB  D   0 .text      bar

.SUNW_dynsymsort セクションと .SUNW_dyntlssort セクションには、.SUNW_ldynsym セクション
の存在が必要です。したがって、-z noldynsym オプションを使用すると、すべてのソートセクショ
ンが作成されなくなります。

レジスタシンボル

SPARC アーキテクチャーは、レジスタシンボル (大域レジスタを初期化するシンボル) をサポー
トします。レジスタシンボルに対するシンボルテーブルエントリには、次の値が入ります。

表 12-25 SPARC: ELF シンボルテーブルエントリ: レジスタシンボル

フィールド 意味

st_name シンボル名文字列テーブルへのインデックス。または 0 (スク ラッチレジスタ)。

st_value レジスタ番号。整数レジスタの割り当てについては、ABI マニュアルを参照して
ください。

st_size 未使用 (0)。

st_info 結合は標準的には STB_GLOBAL です。種類は STT_SPARC_REGISTER でなければ
なりません。

st_other 未使用 (0)。

st_shndx このオブジェクトがこのレジスタシンボルを初期化する場合は、SHN_ABS。それ以
外の場合は、SHN_UNDEF。

定義済みの SPARC 用レジスタ値を、次に示します。

表 12-26 SPARC: ELF レジスタ番号

名前 値 意味

STO_SPARC_REGISTER_G2 0x2 %g2

STO_SPARC_REGISTER_G3 0x3 %g3
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特定の大域レジスタのエントリが存在しないことは、その特定の大域レジスタがオブジェクトで
使用されないことを意味します。

Syminfo テーブルセクション

syminfo セクションには、Elf32_Syminfo 型または Elf64_Syminfo 型の複数のエントリが存在
します。.SUNW_syminfo セクションには、関連付けられているシンボルテーブル (sh_link) のエ
ントリごとに 1 つのエントリが存在します。

このセクションがオブジェクトに存在している場合、関連付けられているシンボルテーブルから
シンボルインデックスを取り出し、このシンボルインデックスを使ってこのセクションに存在する
対応する Elf32_Syminfo エントリまたは Elf64_Syminfo エントリを見つけることで、追加シン
ボル情報を見つけます。関連付けられているシンボルテーブルと、Syminfo テーブルには、必ず
同じ数のエントリが存在します。

インデックス 0 は、Syminfo テーブルの現バージョン (SYMINFO_CURRENT) を格納するために使
用されます。シンボルテーブルエントリ 0 は必ず UNDEF シンボルテーブルエントリ用に予約され
るので、矛盾は発生しません。

Syminfo エントリの形式は、次のとおりです。sys/link.h を参照してください。

typedef struct {

        Elf32_Half      si_boundto;

        Elf32_Half      si_flags;

} Elf32_Syminfo;

typedef struct {

        Elf64_Half      si_boundto;

        Elf64_Half      si_flags;

} Elf64_Syminfo;

si_boundto

.dynamic セクションのエントリへのインデックスで、sh_info フィールドにより示さ
れ、Syminfo フラグを増加させます。たとえば、DT_NEEDED エントリは、Syminfo エントリに関
連付けられた動的オブジェクトを示します。次の表に示すエントリは、si_boundto に対して
予約されています。

名前 値 意味

SYMINFO_BT_SELF 0xffff 自己に結びつけられるシンボル。
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名前 値 意味

SYMINFO_BT_PARENT 0xfffe 親に結びつけられるシンボル。親は、この動的オ
ブジェクトの読み込みを発生させる最初のオブ
ジェクトです。

SYMINFO_BT_NONE 0xfffd シンボルに特別なシンボル結合は含まれませ
ん。

SYMINFO_BT_EXTERN 0xfffc シンボル定義は外部です。

si_flags

このビットフィールドでは、次の表に示すフラグを設定できます。

名前 値 意味

SYMINFO_FLG_DIRECT 0x01 シンボル参照は、定義を含むオブジェクトへ直
接関連付けられます。

SYMINFO_FLG_FILTER 0x02 シンボル定義は、標準フィルタとして機能しま
す。

SYMINFO_FLG_COPY 0x04 シンボル定義はコピー再配置の結果です。

SYMINFO_FLG_LAZYLOAD 0x08 遅延読み込みの必要があるオブジェクトに対す
るシンボル参照です。

SYMINFO_FLG_DIRECTBIND 0x10 シンボル参照は定義に直接結合される必要が
あります。

SYMINFO_FLG_NOEXTDIRECT 0x20 外部参照はこのシンボル定義に直接結合でき
ません。

SYMINFO_FLG_AUXILIARY 0x40 シンボル定義は、補助フィルタとして機能しま
す。

SYMINFO_FLG_INTERPOSE 0x80 シンボル定義は割り込み処理として機能しま
す。この属性は動的実行可能ファイルにのみ適
用できます。

SYMINFO_FLG_CAP 0x100 シンボルは、機能と関連付けられています。

SYMINFO_FLG_DEFERRED 0x200 シンボルを BIND_NOW 再配置に含めません。

バージョン管理セクション
リンカーで作成されるオブジェクトには、2 つの型のバージョン情報が存在できます。

■ バージョン定義は大域シンボルの関連付けを提供し、タイプ SHT_SUNW_verdef と
SHT_SUNW_versym のセクションを使って実装されます。
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■ バージョン依存関係は、ほかのオブジェクト依存関係からのバージョン定義要件を示してお
り、タイプ SHT_SUNW_verneed と SHT_SUNW_versym のセクションを使って実装されます。

これらのセクションを形成する構造体は、sys/link.h 内で定義されています。バージョン情報
が存在するセクションには、.SUNW_version という名前が付けられます。

バージョン定義セクション

このセクションは、タイプ SHT_SUNW_verdef によって定義されます。このセクションが存在する
場合、SHT_SUNW_versym セクションも存在しなければなりません。これら 2 つの構造体は、ファ
イル内にシンボルとバージョン定義の関連付けを提供します。259 ページの「バージョン定義の
作成」を参照してください。このセクションの要素の構造体は、次のとおりです。

typedef struct {

        Elf32_Half      vd_version;

        Elf32_Half      vd_flags;

        Elf32_Half      vd_ndx;

        Elf32_Half      vd_cnt;

        Elf32_Word      vd_hash;

        Elf32_Word      vd_aux;

        Elf32_Word      vd_next;

} Elf32_Verdef;

typedef struct {

        Elf32_Word      vda_name;

        Elf32_Word      vda_next;

} Elf32_Verdaux;

typedef struct {

        Elf64_Half      vd_version;

        Elf64_Half      vd_flags;

        Elf64_Half      vd_ndx;

        Elf64_Half      vd_cnt;

        Elf64_Word      vd_hash;

        Elf64_Word      vd_aux;

        Elf64_Word      vd_next;

} Elf64_Verdef;

typedef struct {

        Elf64_Word      vda_name;

        Elf64_Word      vda_next;

} Elf64_Verdaux;

vd_version

このメンバーは、構造体のバージョンを示します (次の表を参照)。
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名前 値 意味

VER_DEF_NONE 0 無効バージョン。

VER_DEF_CURRENT >=1 現在のバージョン。

値 1 は最初のセクション形式を示し、拡張した場合は、より大きい番号の新しいバージョ
ンが必要です。VER_DEF_CURRENT の値は、現在のバージョン番号を示すために必要に応じ
て変化します。

vd_flags

このメンバーは、バージョン定義に固有の情報を保持します (次の表を参照)。

名前 値 意味

VER_FLG_BASE 0x1 ファイルのバージョン定義。

VER_FLG_WEAK 0x2 ウィークバージョン識別子。

基本バージョン定義は、バージョン定義またはシンボルの自動短縮簡約がファイルに適用
されている場合、必ず存在します。基本バージョンは、ファイルの予約されたシンボルに対
してデフォルトのバージョンを与えます。ウィークバージョン定義には、関連付けられている
シンボルは存在しません。263 ページの「ウィークバージョン定義の作成」を参照してくださ
い。

vd_ndx

バージョンインデックス。各バージョン定義には、SHT_SUNW_versym エントリを適切なバー
ジョン定義に関連付ける一意のインデックスが存在します。

vd_cnt

Elf32_Verdaux 配列の要素数。

vd_hash

バージョン定義名のハッシュ値。この値は、376 ページの「ハッシュテーブルセクショ
ン」に記述されているのと同じハッシング機能により生成されます。

vd_aux

この Elf32_Verdef エントリの先頭からバージョン定義名の Elf32_Verdaux 配列までのバ
イトオフセット。配列の先頭要素は存在しなければなりません。この要素はこの構造体が
定義するバージョン定義文字列を指し示します。追加要素は存在可能です。要素の番号
は vd_cnt 値で示されます。これらの要素は、このバージョン定義の依存関係を表します。
これらの依存関係の各々は、独自のバージョン定義構造体を持っています。

vd_next

この Elf32_Verdef 構造体の先頭から次の Elf32_Verdef エントリまでのバイトオフセッ
ト。
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vda_name

ヌル文字で終わる文字列への文字列テーブルオフセットで、バージョン定義名を指定しま
す。

vda_next

この Elf32_Verdaux エントリの先頭から次の Elf32_Verdaux エントリまでのバイトオフ
セット。

バージョン依存関係セクション

バージョン依存関係セクションは、タイプ SHT_SUNW_verneed によって定義されます。このセク
ションは、ファイルの動的依存性から要求されるバージョン定義を示すことで、ファイルの動的
依存性要求を補足します。依存性にバージョン定義が存在する場合のみ、記録がこのセクショ
ンにおいて行われます。このセクションの要素の構造体は、次のとおりです。

typedef struct {

         Elf32_Half      vn_version;

         Elf32_Half      vn_cnt;

         Elf32_Word      vn_file;

         Elf32_Word      vn_aux;

         Elf32_Word      vn_next;

} Elf32_Verneed;

typedef struct {

         Elf32_Word      vna_hash;

         Elf32_Half      vna_flags;

         Elf32_Half      vna_other;

         Elf32_Word      vna_name;

         Elf32_Word      vna_next;

} Elf32_Vernaux;

typedef struct {

         Elf64_Half      vn_version;

         Elf64_Half      vn_cnt;

         Elf64_Word      vn_file;

         Elf64_Word      vn_aux;

         Elf64_Word      vn_next;

} Elf64_Verneed;

typedef struct {

         Elf64_Word      vna_hash;

         Elf64_Half      vna_flags;

         Elf64_Half      vna_other;

         Elf64_Word      vna_name;

         Elf64_Word      vna_next;

} Elf64_Vernaux;
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vn_version

このメンバーは、構造体のバージョンを示します (次の表を参照)。

名前 値 意味

VER_NEED_NONE 0 無効バージョン。

VER_NEED_CURRENT >=1 現在のバージョン。

値 1 は最初のセクション形式を示し、拡張した場合は、より大きい番号の新しいバージョ
ンが必要です。VER_NEED_CURRENT の値は、現在のバージョン番号を示すために必要に応
じて変化します。

vn_cnt

Elf32_Vernaux 配列の要素数。

vn_file

ヌル文字で終わっている文字列への文字列テーブルオフセットで、バージョン依存性の
ファイル名を指定します。この名前は、ファイル内に存在する .dynamic 依存性のどれかに
一致します。431 ページの「動的セクション」を参照してください。

vn_aux

この Elf32_Verneed エントリの先頭から、関連付けられているファイル依存性から要求さ
れるバージョン定義の Elf32_Vernaux 配列までのバイトオフセット。少なくとも 1 つのバー
ジョン依存性が存在する必要があります。追加バージョン依存性は存在することができ、ま
た番号は vn_cnt 値で示されます。

vn_next

この Elf32_Verneed エントリの先頭から次の Elf32_Verneed エントリまでのバイトオフ
セット。

vna_hash

バージョン依存性の名前のハッシュ値。この値は、376 ページの「ハッシュテーブルセク
ション」に記述されているのと同じハッシング機能により生成されます。

vna_flags

バージョン依存性に固有の情報 (次の表を参照)。

名前 値 意味

VER_FLG_WEAK 0x2 ウィークバージョン識別子。

VER_FLG_INFO 0x4 SHT_SUNW_versym 参照は情報提供のために存
在しており、実行時に検証の必要はありません。
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ウィークバージョン依存性は、ウィークバージョン定義への最初の結び付きを示します。

vna_other

ゼロでない場合、この依存関係バージョンに割り当てられたバージョンインデック
ス。SHT_SUNW_versym  内でこのインデックスを使用して、大域シンボル参照をこのバージョ
ンに割り当てます。
Oracle Solaris 10 のリリースまでの Solaris のバージョンでは、バージョンシンボルイン
デックスは依存関係バージョンに割り当てられていませんでした。これらのオブジェクトで
は、vna_other の値は 0 です。

vna_name

ヌル文字で終わる文字列への文字列テーブルオフセット。バージョン依存性の名前を与え
ます。

vna_next

この Elf32_Vernaux エントリの先頭から次の Elf32_Vernaux エントリまでのバイトオフ
セット。

バージョンシンボルセクション
バージョンシンボルセクションは、タイプ SHT_SUNW_versym によって定義されます。このセクショ
ンは、次の構造を持つ要素配列で構成されます。

typedef Elf32_Half      Elf32_Versym;

typedef Elf64_Half      Elf64_Versym;

配列の要素数は、関連付けられているシンボルテーブルに存在するシンボルテーブルエントリ
数に等しくなければなりません。この値は、セクションの sh_link 値で決定されます。配列の各
要素には 1 つのインデックスが存在し、このインデックスは次の表に示す値をとることができま
す。

表 12-27 ELF バージョン依存インデックス

名前 値 意味

VER_NDX_LOCAL 0 シンボルにローカル適用範囲が存在します。

VER_NDX_GLOBAL 1 シンボルに大域適用範囲が存在し、ベースバー
ジョン定義に割り当てられています。

>1 シンボルは大域適用範囲を持ち、ユーザー定義の
バージョン定義 SHT_SUNW_verdef、またはバージョ
ン依存関係 SHT_SUNW_verneed に割り当てられて
います。
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シンボルが、予約された特別なインデックス 0 に割り当てられる場合があります。このインデッ
クスには次のいずれかの理由のために割り当てられます。

■ 非大域シンボルは常に VER_NDX_LOCAL に割り当てられます。しかし、これは実際にはほと
んどありません。多くの場合、バージョン管理セクションは、大域シンボルだけを含む動的シ
ンボルテーブル .dynsym と合わせてのみ作成されます。

■ SHT_SUNW_verdef バージョン定義セクションがないオブジェクト内に定義された大域シン
ボル。

■ SHT_SUNW_verneed バージョン依存関係セクションがないオブジェクト内に定義された未定
義大域シンボル。または、バージョン依存関係のセクションがバージョンインデックスを割り
当てないオブジェクト内に定義された未定義大域シンボル。

■ シンボルテーブルの最初のエントリは常に NULL です。このエントリは常に VER_NDX_LOCAL
を受け取りますが、その値には特別な意味はありません。

オブジェクトで定義されたバージョンは、1 から始まるバージョンインデックスが割り当てられ、
バージョンごとに 1 増加します。インデックス 1 は最初の大域バージョンに予約されています。
オブジェクトに SHT_SUNW_verdef バージョン定義セクションがない場合、そのオブジェクトで定
義されたすべての大域シンボルはインデックス 1 を受け取ります。オブジェクトにバージョン定
義セクションがない場合、VER_NDX_GLOBAL は前述の最初のバージョンを参照するだけです。

ほかの SHT_SUNW_verneed 依存関係からオブジェクトが要求したバージョンには、最終の
バージョン定義インデックスの後に 1 を加えた値から始まるバージョンインデックスが割り当
てられます。これらのインデックスもバージョンごとに 1 増加します。インデックス 1 は常に
VER_NDX_GLOBAL に予約されているため、依存関係のバージョンが取り得るの最初のインデック
スは 2 となります。

Oracle Solaris 10 リリースまでの Solaris のバージョンでは、バージョンインデックスは
SHT_SUNW_verneed 依存関係バージョンに割り当てられていませんでした。このようなオブジェ
クトでは、いずれのシンボル参照のバージョンインデックスも、バージョン管理情報が該当のシ
ンボルで使用できないことを表す 0 になります。
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プログラムの読み込みと動的リンク

この章は、オブジェクトファイル情報と、実行中プログラムを作成するシステム動作を記述しま
す。ここで説明する情報の大半は、すべてのシステムに適用されます。プロセッサに固有の情
報はその旨が示されたセクションに存在します。

実行可能オブジェクトファイルと共有オブジェクトファイルは、アプリケーションプログラムを静
的に表現します。このようなプログラムを実行するためには、システムはこれらのファイルを使
用して動的なプログラムの表現、すなわちプロセスイメージを作成します。プロセスイメージに
は、テキスト、データ、スタックなどがあるセグメントが存在します。次の主なセクションがありま
す。

■ 417 ページの「プログラムヘッダー」では、プログラム実行に直接関係するオブジェクト
ファイルの構造を記述します。重要なデータ構造体であるプログラムヘッダーテーブルは、
ファイル内のセグメントイメージの位置を示します。また、このプログラムヘッダーテーブル
は、プログラムのメモリーイメージの作成に必要なほかの情報が存在します。

■ 424 ページの「プログラムのロード (プロセッサ固有)」では、メモリーにプログラムを読み
込むために使用する情報を記述します。

■ 431 ページの「実行時リンカー」では、プロセスイメージのオブジェクトファイル間でシン
ボル参照を指定、解決するために使用する情報を記述します。

プログラムヘッダー

実行可能オブジェクトファイルまたは共有オブジェクトファイルのプログラムヘッダーテー
ブルは、構造体の配列です。各構造体は、実行されるプログラムを準備するためにシステ
ムが必要とするセグメントなどの情報を記述します。各オブジェクトファイルセグメントに
は、423 ページの「セグメントの内容」で説明しているように、1 つ以上のセクションが存在し
ます。
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プログラムヘッダーは、実行可能オブジェクトファイルと共有オブジェクトファイルに対して
のみ意味があります。プログラムヘッダーサイズは、ELF ヘッダーの e_phentsize メンバーと
e_phnum メンバーで指定されます。

プログラムヘッダーの構造体は、次のとおりです。sys/elf.h を参照してください。

typedef struct {

        Elf32_Word      p_type;

        Elf32_Off       p_offset;

        Elf32_Addr      p_vaddr;

        Elf32_Addr      p_paddr;

        Elf32_Word      p_filesz;

        Elf32_Word      p_memsz;

        Elf32_Word      p_flags;

        Elf32_Word      p_align;

} Elf32_Phdr;

typedef struct {

        Elf64_Word      p_type;

        Elf64_Word      p_flags;

        Elf64_Off       p_offset;

        Elf64_Addr      p_vaddr;

        Elf64_Addr      p_paddr;

        Elf64_Xword     p_filesz;

        Elf64_Xword     p_memsz;

        Elf64_Xword     p_align;

} Elf64_Phdr;

p_type

この配列要素が記述するセグメント型、または配列要素情報の解釈方法。型の値とその
意味は、表13-1「ELF セグメント型」 を参照してください。

p_offset

ファイルの先頭から、セグメントの先頭バイトが存在する位置までのオフセット。

p_vaddr

セグメントの先頭バイトが存在するメモリー内の仮想アドレス。

p_paddr

セグメントの物理アドレス (物理アドレス指定が適切なシステムの場合)。本システムはア
プリケーションプログラムに対して物理アドレス指定を無視するので、このメンバーには実
行可能ファイルと共有オブジェクトに対する指定されていない内容が存在します。

p_filesz

セグメントのファイルイメージのバイト数 (0 の場合もある)。

p_memsz

セグメントのメモリーイメージのバイト数 (0 の場合もある)。
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p_flags

セグメントに関係するフラグ。型の値とその意味は、表13-2「ELF セグメントフラグ」 を参
照してください。

p_align

読み込み可能なプロセスセグメントは、ページサイズを基にして、p_vaddr と p_offset に
対して同じ値を保持する必要があります。このメンバーは、セグメントがメモリーとファイルに
おいて整列される値を与えます。値 0 と 1 は、整列が必要ないことを意味します。その他
の値の場合、p_align は 2 の正整数累乗でなければならず、また p_vaddr は p_align を
法として p_offset に等しくなければなりません。424 ページの「プログラムのロード (プ
ロセッサ固有)」を参照してください。

エントリの中には、プロセスセグメントを記述するものもあります。それ以外のエントリは補足情
報を与え、プロセスイメージには関与しません。セグメントエントリが現れる順序は、明示されて
いる場合を除き任意です。定義されている型の値を、次の表に示します。

表 13-1 ELF セグメント型

名前 値

PT_NULL 0

PT_LOAD 1

PT_DYNAMIC 2

PT_INTERP 3

PT_NOTE 4

PT_SHLIB 5

PT_PHDR 6

PT_TLS 7

PT_LOOS 0x60000000

PT_SUNW_UNWIND 0x6464e550

PT_SUNW_EH_FRAME 0x6474e550

PT_LOSUNW 0x6ffffffa

PT_SUNWBSS 0x6ffffffa

PT_SUNWSTACK 0x6ffffffb

PT_SUNWDTRACE 0x6ffffffc

PT_SUNWCAP 0x6ffffffd

PT_HISUNW 0x6fffffff

PT_HIOS 0x6fffffff

PT_LOPROC 0x70000000
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名前 値

PT_HIPROC 0x7fffffff

PT_NULL

使用しません。メンバーの値は不定です。この型を使用すると、プログラムヘッダーテーブル
に、無視されるエントリを入れることができます。

PT_LOAD

p_filesz と p_memsz により記述される読み込み可能セグメントを指定します。ファイル
のバイト列は、メモリーセグメントの先頭に対応付けられます。セグメントのメモリーサイズ
(p_memsz) がファイルサイズ (p_filesz) より大きい場合、不足するバイトは、値 0 を保持
するように定義されます。これらのバイトはセグメントの初期化領域に続きます。ファイルサ
イズがメモリーサイズより大きくなることは許可されません。プログラムヘッダーテーブルの
読み込み可能セグメントエントリは昇順に現れ、p_vaddr メンバーでソートされます。

PT_DYNAMIC

動的リンクに関する情報を指定します。431 ページの「動的セクション」を参照してくだ
さい。

PT_INTERP

インタプリタとして呼び出される、ヌル文字で終了しているパス名の位置とサイズを指定し
ます。動的実行可能ファイルの場合、この型は必須です。共有オブジェクトの場合は、この
型を指定することができます。この型は、ファイル内で複数指定することはできません。こ
の型が存在する場合、この型はすべての読み込み可能セグメントエントリの前に存在しな
ければなりません。詳細は、430 ページの「プログラムインタプリタ」を参照してください。

PT_NOTE

補助情報の位置とサイズを指定します。詳細は、379 ページの「注釈セクション」を参照し
てください。

PT_SHLIB

このセグメント型は、予約済みですが、セマンティクスは定義されていません。

PT_PHDR

プログラムヘッダーテーブルの、ファイル、およびプログラムのメモリーイメージにおける位置
とサイズを指定します。このセグメント型を、ファイル内に複数指定することはできません。
また、このセグメント型は、プログラムヘッダーテーブルがプログラムのメモリーイメージの一
部になる場合にかぎり指定できます。この型が存在する場合、この型はすべての読み込み
可能セグメントエントリの前に存在しなければなりません。詳細は、430 ページの「プロ
グラムインタプリタ」を参照してください。

PT_TLS

スレッド固有ストレージのテンプレートを指定します。詳細は、462 ページの「スレッド固有
ストレージ (TLS) セクション」を参照してください。
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PT_LOOS - PT_HIOS

この範囲の値 (両端の値を含む) は、OS 固有のセマンティクスのために予約されていま
す。

PT_SUNW_UNWIND

このセグメントは、スタック巻き戻し (unwind) テーブルを含んでいます。

PT_SUNW_EH_FRAME

このセグメントは、スタック巻き戻し (unwind) テーブルを含んでいま
す。PT_SUNW_EH_FRAME は PT_SUNW_EH_UNWIND に相当します。

PT_LOSUNW - PT_HISUNW

この範囲の値 (両端の値を含む) は、Sun 固有のセマンティクスのために予約されていま
す。

PT_SUNWBSS

PT_LOAD 要素と同じ属性で、.SUNW_bss セクションの記述に使用します。

PT_SUNWSTACK

プロセススタックを記述します。PT_SUNWSTACK 要素は 1 つのみ存在できます。p_flags
フィールドで定義されたアクセス権のみが意味を持ちます。

PT_SUNWDTRACE

dtrace(1M) の内部使用のため予約されています。

PT_SUNWCAP

機能要件を指定します。詳細については、372 ページの「機能セクション」を参照してくだ
さい。

PT_LOPROC - PT_HIPROC

この範囲の値 (両端の値を含む) は、プロセッサ固有のセマンティクスのために予約され
ています。

注記 - ほかの箇所で特に要求されないかぎり、すべてのプログラムヘッダーセグメントタイプは
それぞれ存在することもありますし、存在しないこともあります。ファイルのプログラムヘッダー
テーブルには、このプログラムの内容に関係する要素のみが存在できます。

ベースアドレス
実行可能オブジェクトファイルと共有オブジェクトファイルには、ベースアドレス (プログラムの
オブジェクトファイルのメモリーイメージに関連付けられている最下位仮想アドレス) が存在しま

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mdtrace-1m
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す。ベースアドレスは、たとえば動的リンク時にプログラムのメモリーイメージを再配置するために
使用されます。

実行可能オブジェクトファイルと共有オブジェクトファイルのベースアドレスは、実行時に 3 つ
の値 (プログラムの読み込み可能セグメントのメモリー読み込みアドレス、最大ページサイズ、
最下位仮想アドレス) から計算されます。プログラムヘッダーの仮想アドレスは、プログラムのメ
モリーイメージの実際の仮想アドレスを表さないことがあります。424 ページの「プログラムの
ロード (プロセッサ固有)」を参照してください。

ベースアドレスを計算するには、PT_LOAD セグメントの最下位 p_vaddr 値に関連付けられてい
るメモリーアドレスを判定します。次に、メモリーアドレスを最大ページサイズの最近倍数に切り捨
てることで、ベースアドレスが求められます。メモリーに読み込まれるファイルの型によって、メモ
リーアドレスは p_vaddr 値に一致しない場合もあります。

セグメントへのアクセス権

システムで読み込まれるプログラムには、少なくとも 1 つの読み込み可能セグメントが存在し
なければなりません (ただし、この制限はファイル形式による要件ではありません)。システム
は、読み込み可能セグメントのメモリーイメージを作成するとき、p_flags メンバーで指定される
アクセス権を与えます。PF_MASKPROC マスクのすべてのビットは、プロセッサ固有のセマンティク
スのために予約されます。

表 13-2 ELF セグメントフラグ

名前 値 意味

PF_X 0x1 実行

PF_W 0x2 書き込み

PF_R 0x4 読み取り

PF_MASKPROC 0xf0000000 指定なし

アクセス権ビットが 0 の場合、そのビットのアクセスは拒否されます。実際のメモリーアクセス権
は、メモリー管理ユニット (システムによって異なることがある) に依存します。すべてのフラグ組
み合わせが有効ですが、システムは要求以上のアクセスを与えることがあります。ただしどんな
場合も、特に断りが明示的に記述されていないかぎり、セグメントは書き込み権を持ちません。
次の表に、正確なフラグ解釈と許容されるフラグ解釈を示します。
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表 13-3 ELF セグメントへのアクセス権

フラグ 値 正確なフラグ解釈 許容されるフラグ解釈

なし 0 すべてのアクセスが拒
否される

すべてのアクセスが拒
否される

PF_X 1 実行のみ 読み取り、実行

PF_W 2 書き込みのみ 読み取り、書き込み、実
行

PF_W+PF_X 3 書き込み、実行 読み取り、書き込み、実
行

PF_R 4 読み取りのみ 読み取り、実行

PF_R + PF_X 5 読み取り、実行 読み取り、実行

PF_R+PF_W 6 読み取り、書き込み 読み取り、書き込み、実
行

PF_R + PF_W + PF_X 7 読み取り、書き込み、実
行

読み取り、書き込み、実
行

たとえば、標準的なテキストセグメントは読み取り権と実行権を持っていますが、書き込み権は
持っていません。データセグメントは通常、読み取り権、書き込み権、および実行権を持っていま
す。

セグメントの内容

オブジェクトファイルセグメントは、1 つまたは複数のセクションで構成されます。ただし、プロ
グラムヘッダーはこの事実には関与しません。ファイルセグメントに 1 つのセクションが存在す
るか複数のセクションが存在するかもまた、プログラム読み込み時に重要ではありません。しか
し、さまざまなデータが、プログラム実行時や動的リンク時などには存在しなければなりません。
次に、セグメントの内容を一般的な言葉で説明します。セグメント内のセクションの順序と帰属
関係は、異なることがあります。

テキストセグメントには、読み取り専用の命令/データが存在します。データセグメントには、
書き込み可能のデータ/命令が存在します。すべての特殊セクションの一覧については、表
12-12「ELF 特殊セクション」 を参照してください。

PT_DYNAMIC プログラムヘッダー要素は、.dynamic セクションを指し示します。さらに、.got セク
ションと .plt セクションには、位置独立のコードと動的リンクに関係する情報が存在します。
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.plt は、テキストセグメントまたはデータセグメントに存在できます (どちらのセグメントに存在
するかはプロセッサに依存します)。詳細は、449 ページの「大域オフセットテーブル (プロ
セッサ固有)」と 450 ページの「プロシージャーのリンクテーブル (プロセッサ固有)」を参照し
てください。

タイプ SHT_NOBITS のセクションは、ファイル内の領域を占有しませんが、セグメントのメモリー
イメージには反映されます。通常、これらの初期化されていないデータはセグメントの終わりに
存在し、その結果、関連付けられているプログラムヘッダー要素で p_memsz が p_filesz より大
きくなります。

プログラムのロード (プロセッサ固有)

システムは、プロセスイメージを作成または拡張するとき、ファイルのセグメントを仮想メモリーセ
グメントに論理的にコピーします。システムがファイルをいつ物理的に読み取るかは、プログラム
の挙動やシステムの負荷などに依存します。

プロセスは実行時に論理ページを参照しないかぎり物理ページを必要としません。プロセスは
一般に多くのページを未参照状態のままにします。したがって、物理読み取りを遅延させると、
システム性能を向上させることができます。この効率性を実現するには、実行可能ファイルと共
有オブジェクトファイルには、ファイルオフセットと仮想アドレスがページサイズを法として同じ
であるセグメントイメージが存在する必要があります。

32 ビットのセグメントの仮想アドレスとファイルオフセットは、64K (0x10000) を法として同じで
す。64 ビットのセグメントの仮想アドレスとファイルオフセットは、1M バイト (0x100000) を法
として同じです。セグメントを最大ページサイズに整列すると、ファイルは物理ページサイズには
関係なくページング処理に対して適切になります。

デフォルトでは 64 ビット SPARC プログラムは開始アドレス (0x100000000) にリンクされま
す。プログラム全体は、テキスト、データ、ヒープ、スタック、および共用オブジェクト依存関係を含
めて、4G バイトより上に存在します。そうすることにより、プログラムがポインタを切り捨てると、
アドレス空間の最下位 4G バイトでフォルトが発生することになるので、64 ビットプログラムが
正しいことをより簡単に確認できます。64 ビットプログラムは 4G バイトより上でリンクされて
いますが、リンカーに mapfile および -M オプションを使用することにより、プログラムを 4G バ
イト未満でリンクすることも可能です。詳細は、/usr/lib/ld/sparcv9/map.below4G を参照して
ください。

次の図に、SPARC バージョンの実行可能ファイルの例を示します。
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図   13-1 SPARC: 実行可能ファイル (64K に整列)

次の表に、前の図に示した読み込み可能セグメント要素の定義を示します。

表 13-4 SPARC: ELF プログラムヘッダーセグメント (64K に整列)

メンバー テキスト データ

p_type PT_LOAD PT_LOAD

p_offset 0x0 0x4000

p_vaddr 0x10000 0x24000

p_paddr 指定なし 指定なし

p_filesize 0x3a82 0x4f5

p_memsz 0x3a82 0x10a4

p_flags PF_R + PF_X PF_R + PF_W + PF_X

p_align 0x10000 0x10000

次の図に、x86 バージョンの実行可能ファイルの例を示します。
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図   13-2 32 ビット x86: 実行可能ファイル (64K に整列)

次の表に、前の図に示した読み込み可能セグメント要素の定義を示します。

表 13-5 32 ビット x86: ELF プログラムヘッダーセグメント (64K に整列)

メンバー テキスト データ

p_type PT_LOAD PT_LOAD

p_offset 0x0 0x4000

p_vaddr 0x8050000 0x8064000

p_paddr 指定なし 指定なし

p_filesize 0x32fd 0x3a0

p_memsz 0x32fd 0xdc4

p_flags PF_R + PF_X PF_R + PF_W + PF_X

p_align 0x10000 0x10000

例に示したファイルオフセットと仮想アドレスは、テキストとデータの両方に対して最大ページサ
イズを法として同じですが、最大 4 ファイルページ (ページサイズとファイルシステムブロックサ
イズに依存) に、純粋ではないテキストやデータが含まれます。
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■ 先頭テキストページには、ELF ヘッダー、プログラムヘッダーテーブル、およびほかの情報が
存在します。

■ 最終テキストページには、データの始まりのコピーが存在します。
■ 先頭データページには、テキストの終わりのコピーが存在します。
■ 最後のデータページには、実行中プロセスに関連していないファイル情報が存在できます。

論理的にはシステムは、あたかも各セグメントが完全であり分離されているようにメモリーア
クセス権を設定します。セグメントのアドレスは調整され、アドレス空間の各論理ページに同
じアクセス権セットが確実に存在するようになります。前の例では、テキストの終わりとデー
タの始まりを保持しているファイル領域が 2 回対応付けされます。 1 回はテキストに関し
て 1 つの仮想アドレスで対応付けされ、もう 1 回はデータに関して別の仮想アドレスで対
応付けされます。

注記 - 前の例は、テキストセグメントを丸めた、典型的な Oracle Solaris OS のバイナリを反
映したものです。

データセグメントの終わりは、初期化されていないデータに対して特別な処理を必要とします
(初期値が 0 になるようにシステムで定義されている)。ファイルの最後のデータページに、論理
メモリーページに存在しない情報が存在する場合、これらのデータは 0 に設定しなければなりま
せん (実行可能ファイルの未知の内容のままにしてはならない)。

ほかの 3 ページに含まれる純粋でないテキストまたはデータは、論理的にはプロセスイメージ
の一部ではありません。システムがこれらの純粋でないテキストまたはデータを除去するかどう
かについては、規定されていません。このプログラムのメモリーイメージが 4K バイト (0x1000)
ページを使用する例を、次の図に示します。単純化するために次の図では、1 ページのサイズの
みを示しています。
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図   13-3 32 ビット SPARC: プロセスイメージセグメント



プログラムのロード (プロセッサ固有)

第 13 章 プログラムの読み込みと動的リンク 429

図   13-4 x86: プロセスイメージセグメント

セグメント読み込みは、実行可能ファイルと共有オブジェクトでは異なる側面が 1 つ存在しま
す。実行可能ファイルのセグメントには、標準的には絶対コードが存在します。プロセスを正しく
実行するには、セグメントは実行可能ファイルを作成するために使用された仮想アドレスに存
在しなければなりません。システムは変化しない p_vaddr 値を仮想アドレスとして使用します。

一方、通常は共有オブジェクトのセグメントには、位置独立のコードが存在します。したがって、
セグメントの仮想アドレスは、実行動作を無効にすることなくプロセス間で変化させることがで
きます。



プログラムのロード (プロセッサ固有)

430 Oracle Solaris 11.2 リンカーとライブラリガイド • 2014 年 7 月

システムは個々のプロセスごとに仮想アドレスを選択しますが、セグメントの相対位置は維持し
ます。位置独立のコードはセグメント間で相対アドレス指定を使用するので、メモリーの仮想アド
レス間の差は、ファイルの仮想アドレス間の差に一致しなければなりません。

次の表は、いくつかのプロセスに対する共有オブジェクト仮想アドレスの割り当ての例で、一定
の相対位置になることを示しています。これらの表は、ベースアドレスの計算も示しています。

表 13-6 32 ビット SPARC: ELF 共有オブジェクトセグメントアドレスの例

送信元 テキスト データ ベースアドレス

ファイル 0x0 0x4000 0x0

プロセス 1 0xc0000000 0xc0024000 0xc0000000

プロセス 2 0xc0010000 0xc0034000 0xc0010000

プロセス 3 0xd0020000 0xd0024000 0xd0020000

プロセス 4 0xd0030000 0xd0034000 0xd0030000

表 13-7 32 ビット x86: ELF 共有オブジェクトセグメントアドレスの例

送信元 テキスト データ ベースアドレス

ファイル 0x0 0x4000 0x0

プロセス 1 0x8000000 0x8004000 0x80000000

プロセス 2 0x80081000 0x80085000 0x80081000

プロセス 3 0x900c0000 0x900c4000 0x900c0000

プロセス 4 0x900c6000 0x900ca000 0x900c6000

プログラムインタプリタ

動的リンクを開始する動的実行可能ファイルまたは共有オブジェクトは、1 つの PT_INTERP プ
ログラムヘッダー要素を保持できます。システムは exec(2) の実行中に、PT_INTERP セグメント
からパス名を取り出し、そのインタプリタファイルのセグメントから初期プロセスイメージを作成
します。インタプリタはシステムから制御を受け取り、アプリケーションプログラムに対して環境を
提供する必要があります。

Oracle Solaris OS では、インタプリタは実行時リンカー ld.so.1(1) として知られています。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2exec-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld.so.1-1
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実行時リンカー

リンカーは、動的リンクを開始する動的オブジェクトを作成する際、PT_INTERP 型のプログラム
ヘッダー要素を実行可能ファイルに付加します。この要素は、実行時リンカーをプログラムイン
タプリタとして呼び出すようにシステムに指示します。exec(2) と実行時リンカーは、協調してプ
ログラムのプロセスイメージを作成します。

リンカーはまた、実行時リンカーを支援する、実行可能ファイルと共有オブジェクトファイル用の
さまざまなデータを作成します。これらのデータは読み込み可能セグメントに存在するため、デー
タを実行時に使用できます。これらのセグメントには、次のものが含まれます。

■ タイプ SHT_DYNAMIC の .dynamic セクション。このセクションにはさまざまなデータが格納さ
れます。このセクションの始まりに存在する構造体には、ほかの動的リンク情報のアドレス
が存在します。

■ タイプ SHT_PROGBITS の .got セクションと .plt セクション。これらのセクションには、2 つ
の独立したテーブル (グローバルオフセットテーブルとプロシージャーリンクテーブル) が格納
されます。これ以降のセクションでは、オブジェクトファイルのメモリーイメージを作成するた
めに実行時リンカーがテーブルをどのように使用および変更するかを説明します。

■ タイプ SHT_HASH の .hash セクション。このセクションにはシンボルハッシュテーブルが格納
されます。

共有オブジェクトは、ファイルのプログラムヘッダーテーブルに記録されているアドレスとは異な
る仮想メモリーアドレスを占有することが可能です。実行時リンカーは、アプリケーションが制御
を取得する前に、メモリーイメージを再配置して絶対アドレスを更新します。

動的セクション
オブジェクトファイルが動的リンクに関係している場合、このオブジェクトファイルのプログラム
ヘッダーテーブルには、PT_DYNAMIC 型の要素が存在します。このセグメントには、.dynamic セク
ションが存在します。特殊なシンボル _DYNAMIC は、このセクションを示し、このセクションには、
次の構造体を持つ配列が存在します。sys/link.h を参照してください。

typedef struct {

        Elf32_Sword d_tag;

        union {

                Elf32_Word      d_val;

                Elf32_Addr      d_ptr;

                Elf32_Off       d_off;

        } d_un;

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2exec-2
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} Elf32_Dyn;

typedef struct {

        Elf64_Xword d_tag;

        union {

                Elf64_Xword     d_val;

                Elf64_Addr      d_ptr;

        } d_un;

} Elf64_Dyn;

このタイプの各オブジェクトの場合、d_tag は d_un の解釈に影響します。

d_val

このオブジェクトは、さまざまに解釈される整数値を表します。

d_ptr

このオブジェクトは、プログラムの仮想アドレスを表します。ファイルの仮想アドレスは、実
行時にメモリーの仮想アドレスに一致しないことがあります。実行時リンカーは、動的構造
体に存在するアドレスを解釈するとき、元のファイル値とメモリーのベースアドレスに基づい
て実際のアドレスを計算します。整合性のため、ファイルには動的構造体内のアドレスを補
正するための再配置エントリは存在しません。

一般的に、各動的タグ値によって d_un union の解釈が決まります。この規則は、他社製ツー
ルによる動的タグの解釈をよりシンプルにします。偶数の値を持つタグは、d_ptr を使用する動
的セクションのエントリを示します。奇数の値を持つタグは、d_val を使用する動的セクション
のエントリ、または d_ptr と d_val のどちらも使用しない動的セクションのエントリを示します。
互換性のために次のような特別な範囲の値を持つタグは、これらの規則に従いません。他社製
ツールは、これらの例外的な範囲に項目ごとに明示的に対応する必要があります。

■ 特別な値 DT_ENCODING より小さい値を持つタグ。
■ DT_LOOS - DT_SUNW_ENCODING の値を持つタグ。
■ DT_HIOS - DT_LOPROC の値を持つタグ。

次の表は、実行可能オブジェクトファイルと共有オブジェクトファイルのタグ要求についてまと
めています。タグに「必須」という印が付いている場合、動的リンク配列にはその型のエントリが
存在しなければなりません。また、オプションは、タグのエントリが現れてもよいですが必須では
ないことを意味します。

表 13-8 ELF 動的配列タグ

名前 値 d_un 実行可能ファイル 共有オブジェクトファ
イル

DT_NULL 0 無視 必須 必須

DT_NEEDED 1 d_val オプション オプション
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名前 値 d_un 実行可能ファイル 共有オブジェクトファ
イル

DT_PLTRELSZ 2 d_val オプション オプション

DT_PLTGOT 3 d_ptr オプション オプション

DT_HASH 4 d_ptr 必須 必須

DT_STRTAB 5 d_ptr 必須 必須

DT_SYMTAB 6 d_ptr 必須 必須

DT_RELA 7 d_ptr 必須 オプション

DT_RELASZ 8 d_val 必須 オプション

DT_RELAENT 9 d_val 必須 オプション

DT_STRSZ 10 d_val 必須 必須

DT_SYMENT 11 d_val 必須 必須

DT_INIT 12 d_ptr オプション オプション

DT_FINI 13 d_ptr オプション オプション

DT_SONAME 14 d_val 無視 オプション

DT_RPATH 15 d_val オプション オプション

DT_SYMBOLIC 16 無視 無視 オプション

DT_REL 17 d_ptr 必須 オプション

DT_RELSZ 18 d_val 必須 オプション

DT_RELENT 19 d_val 必須 オプション

DT_PLTREL 20 d_val オプション オプション

DT_DEBUG 21 d_ptr オプション 無視

DT_TEXTREL 22 無視 オプション オプション

DT_JMPREL 23 d_ptr オプション オプション

DT_BIND_NOW 24 無視 オプション オプション

DT_INIT_ARRAY 25 d_ptr オプション オプション

DT_FINI_ARRAY 26 d_ptr オプション オプション

DT_INIT_ARRAYSZ 27 d_val オプション オプション

DT_FINI_ARRAYSZ 28 d_val オプション オプション

DT_RUNPATH 29 d_val オプション オプション

DT_FLAGS 30 d_val オプション オプション

DT_ENCODING 32 指定なし 指定なし 指定なし

DT_PREINIT_ARRAY 32 d_ptr オプション 無視
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名前 値 d_un 実行可能ファイル 共有オブジェクトファ
イル

DT_PREINIT_ARRAYSZ 33 d_val オプション 無視

DT_MAXPOSTAGS 34 指定なし 指定なし 指定なし

DT_LOOS 0x6000000d 指定なし 指定なし 指定なし

DT_SUNW_AUXILIARY 0x6000000d d_ptr 指定なし オプション

DT_SUNW_RTLDINF 0x6000000e d_ptr オプション オプション

DT_SUNW_FILTER 0x6000000e d_ptr 指定なし オプション

DT_SUNW_CAP 0x60000010 d_ptr オプション オプション

DT_SUNW_SYMTAB 0x60000011 d_ptr オプション オプション

DT_SUNW_SYMSZ 0x60000012 d_val オプション オプション

DT_SUNW_ENCODING 0x60000013 指定なし 指定なし 指定なし

DT_SUNW_SORTENT 0x60000013 d_val オプション オプション

DT_SUNW_SYMSORT 0x60000014 d_ptr オプション オプション

DT_SUNW_SYMSORTSZ 0x60000015 d_val オプション オプション

DT_SUNW_TLSSORT 0x60000016 d_ptr オプション オプション

DT_SUNW_TLSSORTSZ 0x60000017 d_val オプション オプション

DT_SUNW_CAPINFO 0x60000018 d_ptr オプション オプション

DT_SUNW_STRPAD 0x60000019 d_val オプション オプション

DT_SUNW_CAPCHAIN 0x6000001a d_ptr オプション オプション

DT_SUNW_LDMACH 0x6000001b d_val オプション オプション

DT_SUNW_CAPCHAINENT 0x6000001d d_val オプション オプション

DT_SUNW_CAPCHAINSZ 0x6000001f d_val オプション オプション

DT_SUNW_PARENT 0x60000021 d_val オプション オプション

DT_SUNW_ASLR 0x60000023 d_val オプション 無視

DT_SUNW_RELAX 0x60000025 d_val オプション オプション

DT_HIOS 0x6ffff000 指定なし 指定なし 指定なし

DT_VALRNGLO 0x6ffffd00 指定なし 指定なし 指定なし

DT_CHECKSUM 0x6ffffdf8 d_val オプション オプション

DT_PLTPADSZ 0x6ffffdf9 d_val オプション オプション

DT_MOVEENT 0x6ffffdfa d_val オプション オプション

DT_MOVESZ 0x6ffffdfb d_val オプション オプション

DT_POSFLAG_1 0x6ffffdfd d_val オプション オプション
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名前 値 d_un 実行可能ファイル 共有オブジェクトファ
イル

DT_SYMINSZ 0x6ffffdfe d_val オプション オプション

DT_SYMINENT 0x6ffffdff d_val オプション オプション

DT_VALRNGHI 0x6ffffdff 指定なし 指定なし 指定なし

DT_ADDRRNGLO 0x6ffffe00 指定なし 指定なし 指定なし

DT_CONFIG 0x6ffffefa d_ptr オプション オプション

DT_DEPAUDIT 0x6ffffefb d_ptr オプション オプション

DT_AUDIT 0x6ffffefc d_ptr オプション オプション

DT_PLTPAD 0x6ffffefd d_ptr オプション オプション

DT_MOVETAB 0x6ffffefe d_ptr オプション オプション

DT_SYMINFO 0x6ffffeff d_ptr オプション オプション

DT_ADDRRNGHI 0x6ffffeff 指定なし 指定なし 指定なし

DT_RELACOUNT 0x6ffffff9 d_val オプション オプション

DT_RELCOUNT 0x6ffffffa d_val オプション オプション

DT_FLAGS_1 0x6ffffffb d_val オプション オプション

DT_VERDEF 0x6ffffffc d_ptr オプション オプション

DT_VERDEFNUM 0x6ffffffd d_val オプション オプション

DT_VERNEED 0x6ffffffe d_ptr オプション オプション

DT_VERNEEDNUM 0x6fffffff d_val オプション オプション

DT_LOPROC 0x70000000 指定なし 指定なし 指定なし

DT_SPARC_REGISTER 0x70000001 d_val オプション オプション

DT_AUXILIARY 0x7ffffffd d_val 指定なし オプション

DT_USED 0x7ffffffe d_val オプション オプション

DT_FILTER 0x7fffffff d_val 指定なし オプション

DT_HIPROC 0x7fffffff 指定なし 指定なし 指定なし

DT_NULL

_DYNAMIC 配列の終わりを示します。

DT_NEEDED

ヌル文字で終わっている文字列の DT_STRTAB 文字列テーブルオフセットであり、必要な依
存性の名前を示します。動的配列には、この型の複数のエントリが存在できます。これらの
エントリの相対順序は意味がありますが、ほかの型のエントリに対するこれらのエントリの
相対順序には意味がありません。104 ページの「共有オブジェクトの依存関係」を参照し
てください。
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DT_PLTRELSZ

プロシージャーのリンクテーブルに関連付けられている再配置エントリの合計サイズ (単位:
バイト)。450 ページの「プロシージャーのリンクテーブル (プロセッサ固有)」を参照してく
ださい。

DT_PLTGOT

プロシージャーのリンクテーブルまたはグローバルオフセットテーブルに関連付け
られるアドレス。450 ページの「プロシージャーのリンクテーブル (プロセッサ固
有)」と449 ページの「大域オフセットテーブル (プロセッサ固有)」を参照してください。

DT_HASH

シンボルハッシュテーブルのアドレス。このテーブルは、DT_SYMTAB 要素で示されるシンボ
ルテーブルを参照します。376 ページの「ハッシュテーブルセクション」を参照してください。

DT_STRTAB

文字列テーブルのアドレス。文字列テーブルには、実行時リンカーが必要とするシンボル
名、依存性名、およびほかの文字列が存在します。395 ページの「文字列テーブルセクショ
ン」を参照してください。

DT_SYMTAB

シンボルテーブルのアドレス。396 ページの「シンボルテーブルセクション」を参照してくだ
さい。

DT_RELA

再配置テーブルのアドレス。381 ページの「再配置セクション」を参照してください。
オブジェクトファイルには、複数の再配置セクションを指定できます。リンカーは、実行可能
オブジェクトファイルまたは共有オブジェクトファイルの再配置テーブルを作成するとき、
これらのセクションを連結して単一のテーブルを作成します。これらの各セクションはオブ
ジェクトファイル内で独立している場合がありますが、実行時リンカーは単一のテーブルと
して扱います。実行時リンカーは、実行可能ファイルのプロセスイメージを作成したり、また
はプロセスイメージに共有オブジェクトを付加したりするとき、再配置テーブルを読み取り、
関連付けられている動作を実行します。
この要素が存在する場合、DT_RELASZ 要素と DT_RELAENT 要素も存在する必要がありま
す。再配置がファイルに対して必須の場合、DT_RELA または DT_REL が使用可能です。

DT_RELASZ

DT_RELA 再配置テーブルの合計サイズ (単位: バイト)。

DT_RELAENT

DT_RELA 再配置エントリのサイズ (単位: バイト)。

DT_STRSZ

DT_STRTAB 文字列テーブルの合計サイズ (単位: バイト)。
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DT_SYMENT

DT_SYMTAB シンボルエントリのサイズ (単位: バイト)。

DT_INIT

初期化関数のアドレス。37 ページの「初期設定および終了セクション」を参照してくださ
い。

DT_FINI

終了関数のアドレス。37 ページの「初期設定および終了セクション」を参照してください。

DT_SONAME

ヌル文字で終わっている文字列の DT_STRTAB 文字列テーブルオフセットで、共有オブジェ
クトの名前を示します。151 ページの「共有オブジェクト名の記録」を参照してください。

DT_RPATH

ヌル文字で終わっているライブラリ検索パス文字列の DT_STRTAB 文字列テーブルオフ
セット。この要素の使用は、DT_RUNPATH に置き換えられました。104 ページの「実行時リン
カーが検索するディレクトリ」を参照してください。

DT_SYMBOLIC

オブジェクトが、リンク編集中に適用されたシンボリック結合を含むことを示します。この要
素の使用は、DF_SYMBOLIC フラグに置き換えられました。212 ページの「-B symbolic オプ
ションの使用」を参照してください。

DT_REL

DT_RELA に似ていますが、テーブルに暗黙の加数が存在する点が異なります。この要素が
存在する場合、DT_RELSZ 要素と DT_RELENT 要素も存在する必要があります。

DT_RELSZ

DT_REL 再配置テーブルの合計サイズ (単位: バイト)。

DT_RELENT

DT_REL 再配置エントリのサイズ (単位: バイト)。

DT_PLTREL

プロシージャーのリンクテーブルが参照する再配置エントリの型 (DT_REL または DT_RELA)
を示します。1 つのプロシージャーのリンクテーブルでは、すべての再配置は、同じ再配置を
使用しなければなりません。450 ページの「プロシージャーのリンクテーブル (プロセッサ
固有)」を参照してください。この要素が存在する場合、DT_JMPREL 要素も存在する必要が
あります。

DT_DEBUG

デバッグに使用されます。
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DT_TEXTREL

1 つまたは複数の再配置エントリが書き込み不可セグメントに対する変更を要求する可
能性があり、実行時リンカーはそれに応じて対応できることを示します。この要素の使用
は、DF_TEXTREL フラグに置き換えられました。196 ページの「位置独立のコード」を参照し
てください。

DT_JMPREL

プロシージャーのリンクテーブルにのみ関連付けられている再配置エントリのアドレ
ス。450 ページの「プロシージャーのリンクテーブル (プロセッサ固有)」を参照してくだ
さい。これらの再配置エントリを分離しておくと、遅延結合が有効なオブジェクトの読み
込み時に、実行時リンカーはこれらのエントリを無視できます。この要素が存在する場
合、DT_PLTRELSZ 要素と DT_PLTREL 要素も存在する必要があります。

DT_POSFLAG_1

直後の DT_ 要素に適用されるさまざまな状態フラグ。表13-11「ELF 動的位置フラグ
DT_POSFLAG_1」 を参照してください。

DT_BIND_NOW

プログラムに制御を渡す前に、このオブジェクトについてのすべての再配置を処理するよ
う実行時リンカーに指示します。環境またはdlopen(3C)で指定された場合、このエントリ
は遅延結合の使用指令よりも優先されます。この要素の使用は、DF_BIND_NOW フラグに置
き換えられました。詳細は、207 ページの「再配置が実行されるとき」を参照してください。

DT_INIT_ARRAY

初期設定関数へのポインタの配列のアドレス。この要素が存在する場
合、DT_INIT_ARRAYSZ 要素も存在する必要があります。37 ページの「初期設定および終
了セクション」を参照してください。

DT_FINI_ARRAY

終了関数へのポインタの配列のアドレス。この要素が存在する場合、DT_FINI_ARRAYSZ 要
素も存在する必要があります。37 ページの「初期設定および終了セクション」を参照してく
ださい。

DT_INIT_ARRAYSZ

DT_INIT_ARRAY 配列の合計サイズ (単位: バイト)。

DT_FINI_ARRAYSZ

DT_FINI_ARRAY 配列の合計サイズ (単位: バイト)。

DT_RUNPATH

ヌル文字で終わっているライブラリ検索パス文字列の DT_STRTAB 文字列テーブルオフ
セット。104 ページの「実行時リンカーが検索するディレクトリ」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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DT_FLAGS

このオブジェクトに特有のフラグ値。表13-9「ELF 動的フラグ DT_FLAGS」 を参照してくだ
さい。

DT_ENCODING

DT_ENCODING と等しいかそれより大きく、かつ DT_LOOS と等しいかそれより小さい動的タ
グ値は、d_un union の解釈の規則に従います。

DT_PREINIT_ARRAY

初期設定前関数へのポインタの配列のアドレス。この要素が存在する場
合、DT_PREINIT_ARRAYSZ  要素も存在する必要があります。この配列は、実行可能ファイ
ル内でのみ処理されます。共有オブジェクト内に含まれている場合、この配列は無視され
ます。37 ページの「初期設定および終了セクション」を参照してください。

DT_PREINIT_ARRAYSZ

DT_PREINIT_ARRAY 配列の合計サイズ (単位: バイト)。

DT_MAXPOSTAGS

値が正である動的配列タグの数。

DT_LOOS - DT_HIOS

この範囲の値 (両端の値を含む) は、オペレーティングシステム固有のセマンティクスのた
めに予約されています。このような値はすべて、d_un union の解釈の規則に従います。

DT_SUNW_AUXILIARY

ヌル文字で終わっている文字列の DT_STRTAB 文字列テーブルオフセットで、シンボル別の
補助フィルティーを 1 つ以上指定します。159 ページの「補助フィルタの生成」を参照してく
ださい。

DT_SUNW_RTLDINF

実行時リンカーによる使用のために予約されています。

DT_SUNW_FILTER

ヌル文字で終わっている文字列の DT_STRTAB 文字列テーブルオフセットで、シンボル別の
標準フィルティーを 1 つ以上指定します。156 ページの「標準フィルタの生成」を参照してく
ださい。

DT_SUNW_CAP

機能セクションのアドレス。372 ページの「機能セクション」を参照してください。

DT_SUNW_SYMTAB

シンボルテーブルのアドレス。局所関数シンボルが含まれ、DT_SYMTAB から提供されるシン
ボルを拡張します。これらのシンボルは常に、DT_SYMTAB から提供されるシンボルの直前
に並んで配置されます。396 ページの「シンボルテーブルセクション」を参照してください。
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DT_SUNW_SYMSZ

DT_SUNW_SYMTAB と DT_SYMTAB から提供されるシンボルテーブルを結合したサイズ。

DT_SUNW_ENCODING

DT_SUNW_ENCODING と等しいかそれより大きく、かつ DT_HIOS と等しいかそれより小さい動
的タグ値は、d_un union の解釈の規則に従います。

DT_SUNW_SORTENT

DT_SUNW_SYMSORT および DT_SUNW_TLSSORT シンボルソートエントリのサイズ (単位: バイ
ト)。

DT_SUNW_SYMSORT

シンボルテーブルインデックスの配列のアドレス。DT_SUNW_SYMTAB が参照するシンボ
ルテーブル内の関数シンボルと変数シンボルに、ソートキーに基づいてアクセスできま
す。405 ページの「シンボルソートセクション」を参照してください。

DT_SUNW_SYMSORTSZ

DT_SUNW_SYMSORT 配列の合計サイズ (単位: バイト)。

DT_SUNW_TLSSORT

シンボルテーブルインデックスの配列のアドレス。DT_SUNW_SYMTAB が参照するシ
ンボルテーブル内のスレッド固有シンボルに、ソートキーに基づいてアクセスできま
す。405 ページの「シンボルソートセクション」を参照してください。

DT_SUNW_TLSSORTSZ

DT_SUNW_TLSSORT 配列の合計サイズ (単位: バイト)。

DT_SUNW_CAPINFO

シンボルをその機能要件に関連付けることができるシンボルテーブルインデックスの配列
のアドレス。372 ページの「機能セクション」を参照してください。

DT_SUNW_STRPAD

動的文字列テーブルの末尾に予約されている未使用領域の合計サイズ (単位: バイト)。
オブジェクト内に DT_SUNW_STRPAD が存在しない場合は、予約されている領域はありませ
ん。

DT_SUNW_CAPCHAIN

機能ファミリインデックスの配列のアドレス。インデックスの各ファミリは 0 エントリで終了し
ます。

DT_SUNW_LDMACH

このオブジェクトを生成したリンカーのマシンアーキテクチャー。DT_SUNW_LDMACH で
は、ELF ヘッダーの e_machine フィールドに使用される EM_ 整数値と同じ値が使用されま
す。332 ページの「ELF ヘッダー」を参照してください。DT_SUNW_LDMACH は、オブジェクトを
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構築するリンカーのクラス (32 ビットまたは 64 ビット) とプラットフォームを識別するため
に使用されます。この情報は、実行時リンカーでは使用されず、ドキュメントのためだけに使
用されます。

DT_SUNW_CAPCHAINENT

DT_SUNW_CAPCHAIN エントリのサイズ (バイト単位)。

DT_SUNW_CAPCHAINSZ

合計サイズ (バイト単位)、または DT_SUNW_CAPCHAIN 連鎖。

DT_SUNW_PARENT

ヌル文字で終わっている親オブジェクト名の DT_STRTAB 文字列テーブルオフセット。
提供される名前は、パスコンポーネントがないファイル名のみを含む basename で
す。97 ページの「親オブジェクト」を参照してください。

DT_SUNW_ASLR

このオブジェクトに固有のアドレス空間配置のランダム化 (ASLR) フラグの値。表
13-12「ELF ASLR 値 DT_SUNW_ASLR」 を参照してください。

DT_SUNW_RELAX

オブジェクトを構築したときにリンカーの -z relax オプションで指定された妥当性チェッ
ク緩和オプション。表13-13「ELF 動的緩和フラグ、DT_SUNW_RELAX」 を参照してください。

DT_SYMINFO

シンボル情報テーブルのアドレス。この要素が存在する場合、DT_SYMINENT 要素と
DT_SYMINSZ 要素も存在する必要があります。409 ページの「Syminfo テーブルセクショ
ン」を参照してください。

DT_SYMINENT

DT_SYMINFO 情報エントリのサイズ (単位: バイト)。

DT_SYMINSZ

DT_SYMINFO テーブルのサイズ (単位: バイト)。

DT_VERDEF

バージョン定義テーブルのアドレス。このテーブル内の要素には、文字列テーブル
DT_STRTAB のインデックスが含まれます。この要素が存在する場合、DT_VERDEFNUM 要素も
存在する必要があります。411 ページの「バージョン定義セクション」を参照してください。

DT_VERDEFNUM

DT_VERDEF テーブルのエントリ数。

DT_VERNEED

バージョン依存性テーブルのアドレス。このテーブル内の要素には、文字列テーブル
DT_STRTAB のインデックスが含まれます。この要素が存在する場合、DT_VERNEEDNUM 要素
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も存在する必要があります。413 ページの「バージョン依存関係セクション」を参照してくだ
さい。

DT_VERNEEDNUM

DT_VERNEEDNUM テーブルのエントリ数。

DT_RELACOUNT

すべての Elf32_Rela または Elf64_Rela 再配置の連結から生成される RELATIVE 再配
置回数を示します。208 ページの「再配置セクションの結合」を参照してください。

DT_RELCOUNT

すべての Elf32_Rel 再配置の連結から生成される RELATIVE 再配置回数を示しま
す。208 ページの「再配置セクションの結合」を参照してください。

DT_AUXILIARY

ヌル文字で終わっている DT_STRTAB 文字列テーブルオフセットで、1 つ以上の補助フィル
ティーを指定します。159 ページの「補助フィルタの生成」を参照してください。

DT_FILTER

ヌル文字で終わっている DT_STRTAB 文字列テーブルオフセットで、1 つ以上の標準「フィル
ティー」を指定します。156 ページの「標準フィルタの生成」を参照してください。

DT_CHECKSUM

オブジェクトの選択されたセクションの簡単なチェックサム。gelf_checksum(3ELF)の
マニュアルページを参照してください。

DT_MOVEENT

DT_MOVETAB 移動エントリのサイズ (単位: バイト)。

DT_MOVESZ

DT_MOVETAB テーブルの合計サイズ (単位: バイト)。

DT_MOVETAB

移動テーブルのアドレス。この要素が存在する場合、DT_MOVEENT 要素と DT_MOVESZ 要素
も存在する必要があります。377 ページの「移動セクション」を参照してください。

DT_CONFIG

ヌル文字で終わっている DT_STRTAB 文字列テーブルオフセットで、構成ファイルを定義し
ます。構成ファイルは、実行可能ファイルでのみ有効であり、通常このオブジェクトに固有
のファイルです。107 ページの「デフォルトの検索パスの構成」を参照してください。

DT_DEPAUDIT

ヌル文字で終わっている DT_STRTAB 文字列テーブルオフセットで、1 つ以上の監査ライブ
ラリを定義します。297 ページの「実行時リンカーの監査インタフェース」を参照してくださ
い。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Dgelf-checksum-3elf
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DT_AUDIT

ヌル文字で終わっている DT_STRTAB 文字列テーブルオフセットで、1 つ以上の監査ライブ
ラリを定義します。297 ページの「実行時リンカーの監査インタフェース」を参照してくださ
い。

DT_FLAGS_1

このオブジェクトに特有のフラグ値。表13-10「ELF 動的フラグ DT_FLAGS_1」 を参照して
ください。

DT_VALRNGLO - DT_VALRNGHI

この範囲の値 (両端の値を含む) は、動的構造体の d_un.d_val フィールドによって使用さ
れます。

DT_ADDRRNGLO - DT_ADDRRNGHI

この範囲の値 (両端の値を含む) は、動的構造体の d_un.d_ptr フィールドによって使用さ
れます。ELF オブジェクトが作成後に調整された場合、これらのエントリも更新する必要
があります。

DT_SPARC_REGISTER

DT_SYMTAB シンボルテーブル内の STT_SPARC_REGISTER シンボルのインデックス。シン
ボルテーブルの各 STT_SPARC_REGISTER シンボルには、1 つの動的エントリが存在しま
す。408 ページの「レジスタシンボル」を参照してください。

DT_LOPROC - DT_HIPROC

この範囲の値は、プロセッサ固有のセマンティクスのために予約されています。

動的配列の最後にある DT_NULL 要素と、DT_NEEDED と DT_POSFLAG_1 要素の相対的な順序を
除くと、エントリはどの順序で現れてもかまいません。表に示されていないタグ値は予約されて
います。

表 13-9 ELF 動的フラグ DT_FLAGS

名前 値 意味

DF_ORIGIN 0x1 $ORIGIN 処理が必要です

DF_SYMBOLIC 0x2 シンボリックシンボル解決が必要です

DF_TEXTREL 0x4 テキストの再配置が存在します

DF_BIND_NOW 0x8 非遅延結合が必要です

DF_STATIC_TLS 0x10 オブジェクトは静的なスレッド固有ストレージスキームを
使用します
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DF_ORIGIN

オブジェクトに $ORIGIN 処理が必要であることを示します。284 ページの「関連する依存
関係の配置」を参照してください。

DF_SYMBOLIC

オブジェクトが、リンク編集中に適用されたシンボリック結合を含むことを示しま
す。212 ページの「-B symbolic オプションの使用」を参照してください。

DF_TEXTREL

1 つまたは複数の再配置エントリが書き込み不可セグメントに対する変更を要求する可
能性があり、実行時リンカーはそれに応じて対応できることを示します。196 ページの「位
置独立のコード」を参照してください。

DF_BIND_NOW

プログラムに制御を渡す前に、このオブジェクトについてのすべての再配置を処理するよ
う実行時リンカーに指示します。環境またはdlopen(3C)で指定された場合、このエントリ
は遅延結合の使用指令よりも優先されます。詳細は、207 ページの「再配置が実行される
とき」を参照してください。

DF_STATIC_TLS

静的なスレッド固有ストレージスキームを使用するコードがオブジェクトに含まれていること
を示します。静的なスレッド固有ストレージは、dlopen(3C)または遅延ロードを使用して動
的にロードされるオブジェクトでは使用すべきではありません。

表 13-10 ELF 動的フラグ DT_FLAGS_1

名前 値 意味

DF_1_NOW 0x1 完全な再配置処理を行います。

DF_1_GLOBAL 0x2 使用しません。

DF_1_GROUP 0x4 オブジェクトがグループのメンバーであることを示します。

DF_1_NODELETE 0x8 オブジェクトがプロセスから削除できないことを示しま
す。

DF_1_LOADFLTR 0x10 フィルティーの即時読み込みを保証します。

DF_1_INITFIRST 0x20 オブジェクトの初期化を最初に実行します。

DF_1_NOOPEN 0x40 オブジェクトをdlopen(3C)で使用できません。

DF_1_ORIGIN 0x80 $ORIGIN 処理が必要です。

DF_1_DIRECT 0x100 直接結合が有効です。

DF_1_INTERPOSE 0x400 オブジェクトは割り込み処理です。

DF_1_NODEFLIB 0x800 デフォルトのライブラリ検索パスを無視します。

DF_1_NODUMP 0x1000 オブジェクトをdldump(3C)でダンプできません。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adldump-3c
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名前 値 意味

DF_1_CONFALT 0x2000 オブジェクトは代替構成です。

DF_1_ENDFILTEE 0x4000 「フィルティー」がフィルタの検索を終了します。

DF_1_DISPRELDNE 0x8000 ディスプレイスメント再配置が実行されました。

DF_1_DISPRELPND 0x10000 ディスプレイスメント再配置の保留。

DF_1_NODIRECT 0x20000 オブジェクトは間接的な結合を含みます。

DF_1_IGNMULDEF 0x40000 内部使用。

DF_1_NOKSYMS 0x80000 内部使用。

DF_1_NOHDR 0x100000 内部使用。

DF_1_EDITED 0x200000 オブジェクトが最初に構築されてから変更されていま
す。

DF_1_NORELOC 0x400000 内部使用。

DF_1_SYMINTPOSE 0x800000 個別の割り込みシンボルが存在します。

DF_1_GLOBAUDIT 0x1000000 大域監査を確立します。

DF_1_SINGLETON 0x2000000 シングルトンシンボルが存在します。

DF_1_STUB 0x4000000 オブジェクトはスタブです。

DF_1_PIE 0x8000000 オブジェクトは、位置独立実行可能ファイルです。

DF_1_NOW

プログラムに制御を渡す前に、このオブジェクトについてのすべての再配置を処理するよ
う実行時リンカーに指示します。環境またはdlopen(3C)で指定された場合、このフラグは
遅延結合の使用指令よりも優先されます。詳細は、207 ページの「再配置が実行されると
き」を参照してください。

DF_1_GROUP

オブジェクトがグループのメンバーであることを示します。このフラグは、リンカーの -B
group オプションを使用してオブジェクトに記録されます。136 ページの「オブジェクト階
層」を参照してください。

DF_1_NODELETE

オブジェクトがプロセスから削除できないことを示します。オブジェクトは、dlopen(3C)で
直接または依存関係としてプロセスにロードされた場合、dlclose(3C)でアンロードできま
せん。このフラグは、リンカーの -z nodelete オプションを使用してオブジェクトに記録され
ます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlclose-3c
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DF_1_LOADFLTR

フィルタに対してのみ意味があります。関連付けられているすべてのフィルティーがただちに
処理されることを示します。このフラグは、リンカーの -z loadfltr オプションを使用してオ
ブジェクトに記録されます。163 ページの「フィルティーの処理」を参照してください。

DF_1_INITFIRST

ロードされたほかのオブジェクトよりも先に、このオブジェクトの初期化セクションが実行
されることを示します。このフラグは特殊なシステムライブラリでのみ使用するもので、リン
カーの -z initfirst オプションを使用してオブジェクトに記録されます。

DF_1_NOOPEN

dlopen(3C)を使ってオブジェクトを実行中のプロセスに追加できないことを示します。こ
のフラグは、リンカーの -z nodlopen オプションを使用してオブジェクトに記録されます。

DF_1_ORIGIN

オブジェクトに $ORIGIN 処理が必要であることを示します。284 ページの「関連する依存
関係の配置」を参照してください。

DF_1_DIRECT

オブジェクトが直接結合情報を使用することを示します。第6章「直接結合」を参照してく
ださい。

DF_1_INTERPOSE

オブジェクトシンボルテーブルの割り込みが、プライマリロードオブジェクト (通常は実行
可能ファイル) 以外のすべてのシンボルの前で発生します。このフラグは、リンカーの -z
interpose オプションを使用して記録されます。111 ページの「実行時割り込み」を参照し
てください。

DF_1_NODEFLIB

このオブジェクトの依存関係を検索する際、デフォルトのライブラリ検索パスがすべて無
視されることを示します。このフラグは、リンカーの -z nodefaultlib オプションを使用して
オブジェクトに記録されます。35 ページの「実行時リンカーが検索するディレクトリ」を参照
してください。

DF_1_NODUMP

このオブジェクトがdldump(3C)によってダンプされないことを示します。このオプ
ションの候補には、再配置を保持しないオブジェクトが含まれ、これらのオブジェクト
は、crle(1)を使用して代替オブジェクトを生成する際に含めることができます。このフラ
グは、リンカーの -z nodump オプションを使用してオブジェクトに記録されます。

DF_1_CONFALT

このオブジェクトが、crle(1)によって生成された代替構成オブジェクトであることを示し
ます。このフラグにより実行時リンカーがトリガーされ、構成ファイル $ORIGIN/ld.config.
app-name が検索されます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adldump-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1crle-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1crle-1
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DF_1_ENDFILTEE

フィルティーに対してのみ意味があります。以降の「フィルティー」に対するフィルタ検索は行わ
れません。このフラグは、リンカーの -z endfiltee オプションを使用してオブジェクトに記
録されます。283 ページの「「フィルティー」検索の縮小」を参照してください。

DF_1_DISPRELDNE

このオブジェクトにディスプレイスメント再配置が適用されたことを示します。再配置が適
用されるとレコードは破棄されるため、オブジェクト内のディスプレイスメント再配置レコード
はもはや存在しません。82 ページの「ディスプレイスメント再配置」を参照してください。

DF_1_DISPRELPND

このオブジェクトのディスプレイスメント再配置が保留されていることを示します。ディス
プレイスメント再配置はオブジェクト内部で終了するため、再配置は実行時に完了できま
す。82 ページの「ディスプレイスメント再配置」を参照してください。

DF_1_NODIRECT

このオブジェクトに、直接結合できないシンボルが含まれることを示しま
す。239 ページの「SYMBOL_SCOPE/SYMBOL_VERSION 指令」を参照してくださ
い。

DF_1_IGNMULDEF

カーネルの実行時リンカーによる使用のために予約されています。

DF_1_NOKSYMS

カーネルの実行時リンカーによる使用のために予約されています。

DF_1_NOHDR

カーネルの実行時リンカーによる使用のために予約されています。

DF_1_EDITED

このオブジェクトがリンカーによって最初に構築されたあとに編集または変更されたことを
示します。このフラグは、オブジェクトが最初に構築されたあとになんらかの変更が加えら
れたことをデバッガに警告するために使用されます。

DF_1_NORELOC

カーネルの実行時リンカーによる使用のために予約されています。

DF_1_SYMINTPOSE

プライマリロードオブジェクト (通常は実行可能ファイル) 以外のすべてのシンボルの前
に割り込むべき個々のシンボルが、オブジェクトに含まれることを示します。このフラグ
は、mapfile と INTERPOSE キーワードを使ってオブジェクトが構築されるときに記録されま
す。239 ページの「SYMBOL_SCOPE/SYMBOL_VERSION 指令」を参照してくださ
い。
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DF_1_GLOBAUDIT

動的実行可能ファイルで大域監査が必要であることを示します。301 ページの「大域監査
の記録」を参照してください。

DF_1_SINGLETON

このオブジェクトに singleton シンボルが定義されている、またはオブジェクトが
このシンボルを参照していることを示します。239 ページの「SYMBOL_SCOPE/
SYMBOL_VERSION 指令」を参照してください。

DF_1_STUB

オブジェクトがスタブであることを示します。83 ページの「スタブオブジェクト」を参照して
ください。

DF_1_PIE

オブジェクトがインタプリタを指定する位置独立実行可能ファイル (共有オブジェクトの特
殊なケース) であることを示します。リンカーの -z type オプションを参照してください。

表 13-11 ELF 動的位置フラグ DT_POSFLAG_1

名前 値 意味

DF_P1_LAZYLOAD 0x1 遅延読み込みされた依存関係を示します。

DF_P1_GROUPPERM 0x2 グループの依存関係を示します。

DF_P1_LAZYLOAD

後続の DT_NEEDED エントリが遅延ロード対象のオブジェクトであることを示します。こ
のフラグは、リンカーの -z lazyload オプションを使用してオブジェクトに記録されま
す。116 ページの「動的依存関係の遅延読み込み」を参照してください。

DF_P1_GROUPPERM

後続の DT_NEEDED エントリがグループとしてロードされるオブジェクトであることを示しま
す。このフラグは、リンカーの -z groupperm オプションを使用してオブジェクトに記録され
ます。136 ページの「グループの分離」を参照してください。

表 13-12 ELF ASLR 値 DT_SUNW_ASLR

名前 値 意味

DV_SUNW_ASLR_DEFAULT 0 システムのデフォルトに従います

DV_SUNW_ASLR_DISABLE 1 ASLR を無効にします

DV_SUNW_ASLR_ENABLE 2 ASLR を有効にします

DV_SUNW_ASLR_DISABLE および DV_SUNW_ASLR_ENABLE は、リンカーの -z aslr オプションを使
用してオブジェクトに記録されます。
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表 13-13 ELF 動的緩和フラグ、DT_SUNW_RELAX

DF_SUNW_RELAX_COMDAT 0x1 廃棄された COMDAT に置き換わる再配置シンボル

DF_SUNW_RELAX_SECADJ 0x2 無効になったセクション近接性検証

DF_SUNW_RELAX_SYMBOUND 0x4 無効になったシンボル/セクション境界検証

DF_SUNW_RELAX_COMMON 0x8 有効になった、別のサイズまたは別の整列での一時的
(共通) データ

DF_SUNW_RELAX_ フラグは、リンカーの -z relax オプションを使用した結果としてオブジェクト
に記録されます。

大域オフセットテーブル (プロセッサ固有)

一般に位置独立のコードには絶対仮想アドレスは存在できません。大域オフセットテーブルは、
内部で使用するデータ内に絶対アドレスを保持します。このため、位置からの独立性とプログラ
ムのテキストの共有性を低下させることなくアドレスが使用可能になります。プログラムは、位
置独立のアドレス指定を使用して GOT を参照し、絶対値を抽出します。この方法により、位置独
立の参照を、絶対位置にリダイレクトできます。

最初は、GOT は再配置エントリで要求される情報を保持します。システムが読み込み可能オブ
ジェクトファイルのメモリーセグメントを作成したあと、実行時リンカーが再配置エントリを処理し
ます。これらの再配置のいくつかは、R_xxxx_GLOB_DAT タイプで GOT を参照する場合がありま
す。

実行時リンカーは、関連付けられているシンボル値を判定し、絶対アドレスを計算し、適切なメ
モリーテーブルエントリに正しい値を設定します。リンカーがオブジェクトファイルを作成すると
き、絶対アドレスは認識されていませんが、実行時リンカーはすべてのメモリーセグメントのアド
レスを認識しており、したがって、これらのメモリーセグメントに存在するシンボルの絶対アドレス
を計算できます。

プログラムがシンボルの絶対アドレスへの直接アクセスを必要とする場合、このシンボルには
GOT エントリが存在します。実行可能ファイルと共有オブジェクトには別個の GOT が存在する
ので、シンボルのアドレスはいくつかのテーブルに現れることがあります。実行時リンカーは、す
べての GOT の再配置を処理してから、プロセスイメージ内のいずれかのコードに制御を渡しま
す。この処理により、実行時に絶対アドレスが利用可能になります。
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テーブルのエントリ 0 は、_DYNAMIC シンボルで参照される動的構造体のアドレスを保持するた
めに予約されています。このシンボルを利用することにより、実行時リンカーなどのプログラム
は、再配置エントリを処理していなくても自身の動的構造体を見つけることができます。この方
法は、実行時リンカーにとって特に重要です。なぜなら、実行時リンカーはほかのプログラムに
頼ることなく自身を初期化してメモリーイメージを再配置しなければならないからです。

システムは、異なるプログラムの同じ共有オブジェクトに対して、異なるメモリーセグメントアドレ
スを与えることがあります。さらに、システムはプログラムを実行するごとに異なるライブラリアド
レスを与えることさえあります。しかし、プロセスイメージがいったん作成されると、メモリーセグメ
ントのアドレスは変更されません。プロセスが存在するかぎり、そのプロセスのメモリーセグメン
トは固定仮想されたアドレスに存在します。

GOT の形式と解釈は、プロセッサに固有です。_GLOBAL_OFFSET_TABLE_ シンボルは、テーブルを
アクセスするために使用できます。このシンボルは、.got セクションの中央に存在可能である
ため、負の添字と負でない添字の両方をアドレスの配列に含めることができます。シンボルタイ
プは、32 ビットコードの場合、Elf 32_Addr の配列で、64 ビットコードの場合、Elf 64_Addr の
配列です。

extern  Elf32_Addr  _GLOBAL_OFFSET_TABLE_[];

extern  Elf64_Addr  _GLOBAL_OFFSET_TABLE_[];

プロシージャーのリンクテーブル (プロセッサ固有)

大域オフセットテーブルは位置独立のアドレスの計算を絶対位置に変換します。同様に、プロ
シージャーのリンクテーブルは位置独立の関数呼び出しを絶対位置に変換します。リンカーは、
異なる動的オブジェクト間の実行転送 (関数呼び出しなど) を解決できません。このため、リン
カーはプログラム転送制御をプロシージャーのリンクテーブルのエントリに与えます。このように
して実行時リンカーは、位置からの独立性とプログラムのテキストの共有性を低下させることな
くエントリをリダイレクトします。実行可能ファイルと共有オブジェクトファイルには、別個のプロ
シージャーのリンクテーブルが存在します。

32 ビット SPARC: プロシージャーのリンクテーブル

32 ビット SPARC 動的オブジェクトの場合、プロシージャーのリンクテーブルは専用データ内に
存在します。実行時リンカーは、宛先の絶対アドレスを判定し、これらの絶対アドレスに従ってプ
ロシージャーのリンクテーブルのメモリーイメージに変更を加えます。
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最初の 4 つのプロシージャーのリンクテーブルエントリは、予約されています。表13-14「プロ
シージャーのリンクテーブルの例」 に例示されてはいますが、これらのエントリの元の内容は指
定されていません。テーブル内の各エントリは 3 ワード (12 バイト) を占めており、最後のテーブ
ルエントリの後には nop 命令が続きます。

再配置テーブルは、プロシージャーのリンクテーブルに関連付けられています。_DYNAMIC 配列の
DT_JMP_REL エントリは、最初の再配置エントリの位置を与えます。再配置テーブルには、予約さ
れていないプロシージャーのリンクテーブルエントリごとに 1 つのエントリが同じ順番で存在し
ます。各エントリの再配置タイプは、R_SPARC_JMP_SLOT です。再配置オフセットは関連付けられ
ているプロシージャーのリンクテーブルエントリの先頭バイトのアドレスを指定します。シンボル
テーブルインデックスは適切なシンボルを参照します。

プロシージャーのリンクテーブルを説明するため、表13-14「プロシージャーのリンクテーブルの
例」 に 4 つのエントリが示されています。4 つのエントリのうちの 2 つは初期状態で予約され
ているエントリです。3 番目のエントリは name101 に対する呼び出しです。4 番目のエントリは
name102 に対する呼び出しです。この例では、name102 のエントリがテーブルの最後のエントリ
であることを前提としています。この最後のエントリのあとには nop 命令が続きます。左欄は、
動的リンクが行われる前のオブジェクトファイルの命令を示しています。右欄は、実行時リン
カーがプロシージャーリンクテーブルのエントリを変更するために使用できる命令シーケンスを示
しています。

表 13-14 32 ビット SPARC: プロシージャーのリンクテーブルの例

オブジェクトファイル メモリーセグメント

.PLT0:

    unimp

    unimp

    unimp

.PLT1:

    unimp

    unimp

    unimp

.PLT0:

    save    %sp, -64, %sp

    call    runtime_linker

    nop

.PLT1:

    .word   identification

    unimp

    unimp

.PLT101:

    sethi   (.-.PLT0), %g1

    ba,a    .PLT0

    nop

.PLT102:

    sethi   (.-.PLT0), %g1

    ba,a    .PLT0

    nop

    nop

.PLT101:

    nop

    ba,a    name101

    nop

.PLT102:

    sethi   (.-.PLT0), %g1

    sethi   %hi(name102), %g1

    jmpl    %g1+%lo(name102), %g0

    nop
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次の手順は、実行時リンカーとプログラムがプロシージャーのリンクテーブルによってシンボル
参照をどのように協調して解決するかを示しています。ただし、次に記述されている手順は、単
に説明のためのものです。実行時リンカーの正確な実行時動作については、記述されていませ
ん。

1. プログラムのメモリーイメージが最初に作成されると、実行時リンカーはプロシージャー
のリンクテーブルの初期エントリを変更します。これらのエントリは、実行時リンカー自身
のルーチンの 1 つに制御を渡すように修正されます。実行時リンカーはまた、識別情報
(identification) を 2 番目のエントリに格納します。実行時リンカーが制御を受け取ると、
このワードは呼び出したオブジェクトを見つけるために調べられます。

2. ほかのすべてのプロシージャーのリンクテーブルエントリは、最初は先頭エントリに渡されま
す。これで、実行時リンカーは各テーブルエントリの最初の実行時に制御を取得します。たと
えば、プログラムが name101 を呼び出すと、制御がラベル .PLT101 に渡されます。

3. sethi 命令は、現在のプロシージャーのリンクテーブルエントリ (.PLT101) と最初のプロシー
ジャーのリンクテーブルエントリ (.PLT0) の距離を計算します。この値は、%g1 レジスタの最
上位 22 ビットを占めます。

4. 次に、ba,a 命令が .PLT0 にジャンプして、スタックフレームを作成し、実行時リンカーを呼び
出します。

5. 実行時リンカーは、識別情報の値を使うことによってオブジェクトのデータ構造体 (再配置
テーブルを含む) を取得します。

6. 実行時リンカーは、%g1 値をシフトしプロシージャーのリンクテーブルエントリのサイズで除算
することで、name101 の再配置エントリのインデックスを計算します。再配置エントリ 101 の
タイプは R_SPARC_JMP_SLOT です。再配置オフセットは .PLT101 のアドレスを指定し、また、
そのシンボルテーブルインデックスは name101 を参照します。したがって、実行時リンカーは
シンボルの実際の値を取得し、スタックを戻し、プロシージャーのリンクテーブルエントリに変
更を加え、本来の宛先に制御を渡します。

実行時リンカーは、メモリーセグメント欄に示された命令シーケンスを必ずしも作成するとは限り
ません。ただし、作成する場合は、いくつかの点でより詳細な説明が必要です。

■ コードを再入可能にするため、プロシージャーのリンクテーブルの命令に、特定の順番で変更
が加えられます。実行時リンカーが関数のプロシージャーのリンクテーブルエントリを修正中
に信号が到達した場合、信号処理コードは、予想可能かつ正しい結果を与える元の関数を
呼び出すことができなければなりません。

■ 実行時リンカーは、エントリを変換するために 3 つのワードを変更します。実行時リンカーは、
命令を実行する際、ワード単位でのみ不可分に更新できます。このため、各ワードを逆順に
更新して再入を可能にします。再入可能関数呼び出しが最後のパッチの直前に発生した
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場合、実行時リンカーは再度制御を取得します。実行時リンカーに対する両方の呼び出し
で、同じプロシージャーのリンクテーブルエントリに変更が加えられるが、これらの変更は互
いに干渉しません。

■ プロシージャーのリンクテーブルエントリの最初の sethi 命令は、1 つ前のエントリの jmp1
命令の遅延スロットを埋めます。sethi は %g1 レジスタの値を変更するが、以前の内容を破
棄しても問題はありません。

■ 変換後、最後のプロシージャーのリンクテーブルエントリ (.PLT102) は、jmp1 の遅延命令を
必要とします。要求されている後続の nop は、この遅延スロットを埋めます。

注記 - .PLT101 と .PLT102 の命令シーケンスの違いから、関連する宛先に合わせた最適化の
方法を知ることができます。

LD_BIND_NOW 環境変数は、動的リンク動作を変更します。この環境変数の値がヌル文字以外
の場合、実行時リンカーは、プログラムに制御を渡す前に R_SPARC_JMP_SLOT 再配置エントリを
処理します。

64 ビット SPARC: プロシージャーのリンクテーブル

64 ビット SPARC 動的オブジェクトの場合、プロシージャーのリンクテーブルは専用データ内に
存在します。実行時リンカーは、宛先の絶対アドレスを判定し、これらの絶対アドレスに従ってプ
ロシージャーのリンクテーブルのメモリーイメージに変更を加えます。

最初の 4 つのプロシージャーのリンクテーブルエントリは、予約されています。表13-15「プロ
シージャーのリンクテーブルの例」 に例示されてはいますが、これらのエントリの元の内容は指
定されていません。テーブル内の先頭 32,768 エントリは、それぞれ 8 ワード (32 バイト) を占
め、32 バイト境界で整列する必要があります。テーブル全体は 256 バイト境界で整列する必
要があります。32,768 を超えるエントリが必要な場合、残りのエントリは 6 ワード (24 バイト)
および 1 つのポインタ (8 バイト) で構成されます。命令は、160 エントリのブロックにまとめら
れ、その次に 160 個ポインタが続きます。最後のグループのエントリとポインタは、160 未満
でもかまいません。パディングの必要はありません。

注記 - 32,768 および 160 という数字は、それぞれ分岐と読み込み置換の制限に基づいてお
り、また、キャッシュの効率を向上させるために、コードとデータの間の区分を 256 バイト境界に
合わせています。

再配置テーブルは、プロシージャーのリンクテーブルに関連付けられています。_DYNAMIC 配列の
DT_JMP_REL エントリは、最初の再配置エントリの位置を与えます。再配置テーブルには、予約さ
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れていないプロシージャーのリンクテーブルエントリごとに 1 つのエントリが同じ順番で存在し
ます。各エントリの再配置タイプは、R_SPARC_JMP_SLOT です。最初の 32,767 スロットでは、再
配置オフセットは関連するプロシージャーのリンクテーブルエントリの先頭バイトのアドレスを指
定します。加数フィールドはゼロになります。シンボルテーブルインデックスは適切なシンボルを
参照します。32,768 以後のスロットでは、再配置オフセットは関連するポインタの先頭バイト
のアドレスを指定します。加数フィールドは、再配置されていない値 -(.PLTN + 4) になります。
シンボルテーブルインデックスは適切なシンボルを参照します。

プロシージャーのリンクテーブル機能を説明するため、表13-15「プロシージャーのリンクテーブ
ルの例」 にいくつかのエントリが示されています。最初の 3 つのエントリは、予約済みの初期
エントリを示します。続く 3 つのエントリは、32,768 エントリの初期状態と、それぞれ、対象ア
ドレスがエントリの +/- 2G バイト以内の場合、アドレス空間の下位 4G バイト以内の場合、お
よびその他の場合に適用されると考えられる、変換された状態を示しています。最後の 2 つの
エントリは、命令とポインタのペアで構成される、後のエントリの例を示します。左欄は、動的リ
ンクが行われる前のオブジェクトファイルの命令を示しています。右欄は、実行時リンカーがプ
ロシージャーリンクテーブルのエントリを変更するために使用できる命令シーケンスを示していま
す。

表 13-15 64 ビット SPARC: プロシージャーのリンクテーブルの例

オブジェクトファイル メモリーセグメント

.PLT0:

    unimp

    unimp

    unimp

    unimp

    unimp

    unimp

    unimp

    unimp

.PLT1:

    unimp

    unimp

    unimp

    unimp

    unimp

    unimp

    unimp

    unimp

.PLT2:

    unimp

.PLT0:

    save    %sp, -176, %sp

    sethi   %hh(runtime_linker_0), %l0

    sethi   %lm(runtime_linker_0), %l1

    or      %l0, %hm(runtime_linker_0), %l0

    sllx    %l0, 32, %l0

    or      %l0, %l1, %l0

    jmpl    %l0+%lo(runtime_linker_0), %o1

    mov     %g1, %o0

.PLT1:

    save    %sp, -176, %sp

    sethi   %hh(runtime_linker_1), %l0

    sethi   %lm(runtime_linker_1), %l1

    or      %l0, %hm(runtime_linker_1), %l0

    sllx    %l0, 32, %l0

    or      %l0, %l1, %l0

    jmpl    %l0+%lo(runtime_linker_0), %o1

    mov     %g1, %o0

.PLT2:

    .xword  identification

.PLT101:

    sethi   (.-.PLT0), %g1

    ba,a    %xcc, .PLT1

    nop

.PLT101:

    nop

    mov     %o7,  %g1

    call    name101
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オブジェクトファイル メモリーセグメント
    nop

    nop;    nop

    nop;    nop

.PLT102:

    sethi   (.-.PLT0), %g1

    ba,a    %xcc, .PLT1

    nop

    nop

    nop;    nop

    nop;    nop

.PLT103:

    sethi   (.-.PLT0),  %g1

    ba,a    %xcc, .PLT1

    nop

    nop

    nop

    nop

    nop

    nop

    mov     %g1, %o7

    nop;    nop

    nop;    nop

.PLT102:

    nop

    sethi   %hi(name102), %g1

    jmpl    %g1+%lo(name102), %g0

    nop

    nop;    nop

    nop;    nop

.PLT103:

    nop

    sethi   %hh(name103), %g1

    sethi   %lm(name103), %g5

    or      %hm(name103), %g1

    sllx    %g1, 32, %g1

    or      %g1, %g5, %g5

    jmpl    %g5+%lo(name103), %g0

    nop

.PLT32768:

    mov     %o7, %g5

    call    .+8

    nop

    ldx     [%o7+.PLTP32768 -

              (.PLT32768+4)], %g1

    jmpl    %o7+%g1, %g1

    mov     %g5, %o7

    ....

.PLT32927:

    mov     %o7, %g5

    call    .+8

    nop

    ldx     [%o7+.PLTP32927 -

              (.PLT32927+4)], %g1

    jmpl    %o7+%g1, %g1

    mov     %g5, %o7

.PLT32768:

    <unchanged>

    <unchanged>

    <unchanged>

    <unchanged>

    <unchanged>

    <unchanged>

    ....

.PLT32927:

    <unchanged>

    <unchanged>

    <unchanged>

    <unchanged>

    <unchanged>

    <unchanged>

.PLTP32768

    .xword  .PLT0 -

              (.PLT32768+4)

    ....

.PLTP32927

    .xword  .PLT0 -

              (.PLT32927+4)

.PLTP32768

    .xword  name32768 -

              (.PLT32768+4)

    ....

    .PLTP32927

    .xword  name32927 -

              (.PLT32927+4)

次の手順は、実行時リンカーとプログラムがプロシージャーのリンクテーブルによってシンボル
参照をどのように協調して解決するかを示しています。ただし、次に記述されている手順は、単
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に説明のためのものです。実行時リンカーの正確な実行時動作については、記述されていませ
ん。

1. プログラムのメモリーイメージが最初に作成されると、実行時リンカーはプロシージャーのリン
クテーブルの初期エントリを変更します。エントリは、実行時リンカー自身のルーチンに制御
を渡すように修正されます。実行時リンカーはまた、識別情報 (identification) の拡張ワー
ドを 3 番目のエントリに格納します。実行時リンカーが制御を受け取ると、このワードは呼び
出したオブジェクトを見つけるために調べられます。

2. ほかのすべてのプロシージャーのリンクテーブルエントリは、最初、先頭または 2 番目のエ
ントリに渡されます。これらのエントリは、スタックフレームを確立して、実行時リンカーを呼び
出します。

3. 実行時リンカーは、識別情報の値を使うことによってオブジェクトのデータ構造体 (再配置
テーブルを含む) を取得します。

4. 実行時リンカーは、テーブルスロットの再配置エントリのインデックスを計算します。

5. インデックス情報に関しては、実行時リンカーはシンボルの実際の値を取得し、スタックを
戻し、プロシージャーのリンクテーブルエントリを変更してから、制御を宛先に渡します。

実行時リンカーは、メモリーセグメント欄に示された命令シーケンスを必ずしも作成するとは限り
ません。ただし、作成する場合は、いくつかの点でより詳細な説明が必要です。

■ コードを再入可能にするため、プロシージャーのリンクテーブルの命令に、特定の順番で変更
が加えられます。実行時リンカーが関数のプロシージャーのリンクテーブルエントリを修正中
に信号が到達した場合、信号処理コードは、予想可能かつ正しい結果を与える元の関数を
呼び出すことができなければなりません。

■ 実行時リンカーは、8 ワードまで変更を加えてエントリを変換できます。実行時リンカーは、命
令を実行する際、ワード単位でのみ不可分に更新できます。このため、64 ビットストアを使
用している場合、再入可能性は、まず nop 命令を置換命令で上書きし、次に ba、a および
sethi をパッチ適用することで実現されます。再入可能関数呼び出しが最後のパッチの直
前に発生した場合、実行時リンカーは再度制御を取得します。実行時リンカーに対する両方
の呼び出しで、同じプロシージャーのリンクテーブルエントリに変更が加えられるが、これらの
変更は互いに干渉しません。

■ 最初の sethi 命令が変更されると、この命令を変更するには nop を使用する必要がありま
す。

エントリの 2 番目のフォームに示すように、ポインタの変更は、単一の不可分 64 ビットストア
を使用して行われます。
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注記 - .PLT101、.PLT102、および .PLT103 の命令シーケンスの違いから、関連する宛先に合わ
せた最適化の方法を知ることができます。

LD_BIND_NOW 環境変数は、動的リンク動作を変更します。この環境変数の値がヌル文字以外
の場合、実行時リンカーは、プログラムに制御を渡す前に R_SPARC_JMP_SLOT 再配置エントリを
処理します。

32 ビット x86: プロシージャーのリンクテーブル

32 ビット x86 動的オブジェクトの場合、プロシージャーリンクテーブルは共有テキスト内に存
在しますが、非公開の大域オフセットテーブル内のアドレスを使用します。実行時リンカーは、宛
先の絶対アドレスを判定し、これらの絶対アドレスに従って大域オフセットテーブルのメモリーイ
メージに変更を加えます。このようにして実行時リンカーは、位置からの独立性とプログラムのテ
キストの共有性を低下させることなくエントリをリダイレクトします。実行可能ファイルと共有オ
ブジェクトファイルには、別個のプロシージャーのリンクテーブルが存在します。

表 13-16 32 ビット x86: 絶対プロシージャーのリンクテーブルの例

.PLT0:

    pushl   got_plus_4

    jmp     *got_plus_8

    nop;    nop

    nop;    nop

.PLT1:

    jmp     *name1_in_GOT

    pushl   $offset

    jmp     .PLT0@PC

.PLT2:

    jmp     *name2_in_GOT

    pushl   $offset

    jmp     .PLT0@PC

表 13-17 32 ビット x86: 位置独立のプロシージャーリンクテーブルの例

.PLT0:

    pushl   4(%ebx)

    jmp     *8(%ebx)

    nop;    nop

    nop;    nop

.PLT1:

    jmp     *name1@GOT(%ebx)

    pushl   $offset

    jmp     .PLT0@PC

.PLT2:
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    jmp     *name2@GOT(%ebx)

    pushl   $offset

    jmp     .PLT0@PC

注記 - 前述の例が示すとおり、プロシージャーリンクテーブルの命令は、絶対コードと位置独立の
コードで異なるオペランドアドレス指定モードを使用します。それでも、実行時リンカーへのインタ
フェースは同一です。

次の手順は、実行時リンカーとプログラムがプロシージャーのリンクテーブルおよび大域オフセッ
トテーブルによってシンボル参照をどのように協同で解決するかを示しています。

1. 実行時リンカーは、プログラムのメモリーイメージを最初に作成するとき、大域オフセットテー
ブルの 2 番目と 3 番目のエントリに特殊な値を設定します。これらの値については、次の
手順で説明します。

2. プロシージャーのリンクテーブルが位置独立の場合、大域オフセットテーブルのアドレス
は、%ebx に存在しなければなりません。プロセスイメージにおける各共有オブジェクトファイ
ルには自身のプロシージャーのリンクテーブルが存在しており、制御は同じオブジェクトファ
イル内からのみプロシージャーのリンクテーブルエントリに渡されます。したがって、呼び出し
側関数は、プロシージャーのリンクテーブルエントリを呼び出す前に、大域オフセットテーブ
ルベースレジスタをセットしなければなりません。

3. たとえば、プログラムが name1 を呼び出すと、制御が .PLT1 に渡されます。

4. 最初の命令は、name1 の大域オフセットテーブルエントリのアドレスにジャンプします。グ
ローバルオフセットテーブルは最初は、後続の pushl 命令のアドレスを保持します (name1
の実アドレスは保持しない)。

5. プログラムは再配置オフセット (offset) をスタックにプッシュします。再配置オフセットは、
再配置テーブルへの 32 ビットの負ではないバイトオフセットです。指定された再配置エン
トリには R_386_JMP_SLOT が存在しており、オフセットは、前の jmp 命令で使用された大域
オフセットテーブルエントリを指定します。再配置エントリにはシンボルテーブルインデックス
も存在しており、実行時リンカーはこれを使って参照されたシンボル name1 を取得します。

6. プログラムは、再配置オフセットをプッシュしたあと、.PLT0 (プロシージャーのリンクテーブ
ルの先頭エントリ) にジャンプします。pushl 命令は、2 番目の大域オフセットテーブルエ
ントリ (got_plus_4 または 4(%ebx)) の値をスタックにプッシュして、実行時リンカーに 1
ワードの識別情報を与えます。プログラムは次に、3 番目の大域オフセットテーブルエントリ
(got_plus_8 または 8(%ebx)) のアドレスにジャンプして、実行時リンカーにジャンプします。

7. 実行時リンカーはスタックを戻し、指定された再配置エントリを調べ、シンボルの値を取得
し、name1 の実際のアドレスを大域オフセットテーブルエントリに格納し、そして宛先にジャン
プします。
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8. その後のプロシージャーのリンクテーブルエントリに対する実行は、name1 に直接渡されます
(実行時リンカーの再呼び出しは行われない)。.PLT1 における jmp 命令は、pushl 命令に
ジャンプする代わりに、name1 にジャンプします。

LD_BIND_NOW 環境変数は、動的リンク処理の動作を変更します。この環境変数の値がヌル文
字以外の場合、実行時リンカーは、プログラムに制御を渡す前に R_386_JMP_SLOT 再配置エン
トリを処理します。

x64: プロシージャーのリンクテーブル

x64 動的オブジェクトの場合、プロシージャーリンクテーブルは共有テキスト内に存在します
が、非公開の大域オフセットテーブル内のアドレスを使用します。実行時リンカーは、宛先の絶
対アドレスを判定し、これらの絶対アドレスに従って大域オフセットテーブルのメモリーイメージに
変更を加えます。このようにして実行時リンカーは、位置からの独立性とプログラムのテキスト
の共有性を低下させることなくエントリをリダイレクトします。実行可能ファイルと共有オブジェ
クトファイルには、別個のプロシージャーのリンクテーブルが存在します。

表 13-18 x64: プロシージャーのリンクテーブルの例

.PLT0:

    pushq   GOT+8(%rip)                         # GOT[1]

    jmp     *GOT+16(%rip)                       # GOT[2]

    nop;    nop

    nop;    nop

.PLT1:

    jmp     *name1@GOTPCREL(%rip)               # 16 bytes from .PLT0

    pushq   $index1

    jmp     .PLT0

.PLT2:

    jmp     *name2@GOTPCREL(%rip)               # 16 bytes from .PLT1

    pushl   $index2

    jmp     .PLT0

次の手順は、実行時リンカーとプログラムがプロシージャーのリンクテーブルおよび大域オフセッ
トテーブルによってシンボル参照をどのように協同で解決するかを示しています。

1. 実行時リンカーは、プログラムのメモリーイメージを最初に作成するとき、大域オフセットテー
ブルの 2 番目と 3 番目のエントリに特殊な値を設定します。これらの値については、次の
手順で説明します。
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2. プロセスイメージにおける各共有オブジェクトファイルには自身のプロシージャーのリンク
テーブルが存在しており、制御は同じオブジェクトファイル内からのみプロシージャーのリン
クテーブルエントリに渡されます。

3. たとえば、プログラムが name1 を呼び出すと、制御が .PLT1 に渡されます。

4. 最初の命令は、name1 の大域オフセットテーブルエントリのアドレスにジャンプします。グ
ローバルオフセットテーブルは最初は、後続の pushq 命令のアドレスを保持します (name1
の実アドレスは保持しない)。

5. プログラムは再配置インデックス (index1) をスタックにプッシュします。再配置オフセッ
トは、再配置テーブルへの 32 ビットの負ではないインデックスです。再配置テーブルは
DT_JUMPREL 動的セクションエントリによって識別されます。指定された再配置エントリには
R_AMD64_JMP_SLOT が存在しており、オフセットは、前の jmp 命令で使用された大域オフ
セットテーブルエントリを指定します。再配置エントリにはシンボルテーブルインデックスも
存在しており、実行時リンカーはこれを使って参照されたシンボル name1 を取得します。

6. プログラムは、再配置インデックスをプッシュしたあと、.PLT0 (プロシージャーのリンクテーブ
ルの先頭エントリ) にジャンプします。pushq 命令は、2 番目の大域オフセットテーブルエン
トリ (GOT+8) の値をスタックにプッシュして、実行時リンカーに 1 ワードの識別情報を与えま
す。プログラムは次に、3 番目の大域オフセットテーブルエントリ (GOT+16) のアドレスにジャ
ンプして、実行時リンカーにジャンプします。

7. 実行時リンカーはスタックを戻し、指定された再配置エントリを調べ、シンボルの値を取得
し、name1 の実際のアドレスを大域オフセットテーブルエントリに格納し、そして宛先にジャン
プします。

8. その後のプロシージャーのリンクテーブルエントリに対する実行は、name1 に直接渡されます
(実行時リンカーの再呼び出しは行われない)。.PLT1 における jmp 命令は、pushq 命令に
ジャンプする代わりに、name1 にジャンプします。

LD_BIND_NOW 環境変数は、動的リンク処理の動作を変更します。この環境変数の値がヌル文
字以外の場合、実行時リンカーは、プログラムに制御を渡す前に R_AMD64_JMP_SLOT 再配置エ
ントリを処理します。
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スレッド固有ストレージ (TLS)

コンパイル環境は、スレッド固有データの宣言をサポートします。このデータは、スレッド特有デー
タやスレッド専用データと呼ばれることもありますが、一般には頭文字で TLS と呼ばれます。変
数をスレッド固有として宣言すると、コンパイラは自動的にこれらの変数をスレッド単位で割り
当てます。

この機能の組み込みサポートには、次に示す 3 つの目的があります。

■ スレッド固有のデータを割り当てる POSIX インタフェースの構築基盤を提供する。
■ アプリケーションとライブラリでスレッド固有変数を直接使用するための、便利で効果的なメ

カニズムを提供する。
■ コンパイラが、ループ並列化による最適化をする場合に、TLS を必要なだけ割り当てること

ができる。

C/C++ プログラミングインタフェース

次の例に示すように、__thread キーワードを使用すると、変数をスレッド固有として宣言できま
す。

__thread int i;

__thread char *p;

__thread struct state s;

ループの最適化の際に、コンパイラは必要に応じてスレッド固有一時領域を作成することがあ
ります。

適用性
__thread キーワードは任意の大域変数、ファイルスコープの静的変数、または関数スコープ
の静的変数に適用できます。常にスレッド固有である自動変数には影響を与えません。
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初期化
C++ では、初期化に静的なコンストラクタが必要となる場合には、スレッド固有変数の初
期化が行われないことがあります。静的なコンストラクタを必要としないかぎり、スレッド固
有変数は通常の静的変数に有効な任意の値に初期化できます。
変数は、(スレッド固有であるかどうかにかかわらず) スレッド固有変数のアドレスに静的に
初期化することはできません。

結合
スレッド固有変数の宣言と参照は外部的に行えます。スレッド固有変数は、通常のシンボ
ルと同じ割り込み規則に従う必要があります。

動的なロードの制限
さまざまな TLS アクセスモデルを利用できます。468 ページの「スレッド固有ストレージ
のアクセスモデル」を参照してください。共有オブジェクトを開発するときは、オブジェクト
の読み込みに関連して一部のアクセスモデルに適用される制限に注意するようにしてくだ
さい。共有オブジェクトは、プロセスの起動時に動的に読み込むことができ、またプロセス
の起動後には、遅延読み込み、フィルタ、または dlopen(3C) によって、動的に読み込む
ことができます。プロセスの起動が完了すると、メインスレッドのスレッドポインタが確立さ
れます。すべての静的な TLS ストレージ要件は、スレッドポインタが確立される前に計算さ
れます。
スレッド固有変数を参照する共有オブジェクトでは、その参照を含むすべての変換ユニッ
トは、動的な TLS モデルを使ってコンパイルするようにしてください。このアクセスモデル
を使用すると、共有オブジェクトをもっとも柔軟に読み込むことができます。ただし、静的な
TLS モデルを使用すると、コードの速度が向上します。静的な TLS モデルを使用する共
有オブジェクトは、プロセスを初期化するときに読み込むことができます。ただし、プロセス
を初期化したあとは、静的な TLS モデルを使用する共有オブジェクトのロードは、十分な
バックアップ TLS ストレージが使用可能な場合にのみ実行できます。465 ページの「プ
ログラムの起動」を参照してください。

アドレス演算子
スレッド固有変数には、アドレス演算子 & を使用できます。この演算子は、実行時に評価さ
れて、現在のスレッド内の変数のアドレスを返します。この演算子によって取得されたアドレ
スは、アドレスを評価したスレッドが存在するかぎり、プロセス内のあらゆるスレッドで自由
に使用できます。スレッドが終了した時点で、そのスレッド内のスレッド固有変数を指すポイ
ンタはすべて無効になります。
スレッド固有変数のアドレスを取得するために dlsym(3C) を使用すると、dlsym() を呼び
出したスレッド内におけるその変数のインスタンスのアドレスが返されます。

スレッド固有ストレージ (TLS) セクション
コンパイル時に割り当てられたスレッド固有データのコピーは、実行される個々のスレッドに、個
別に関連付けられる必要があります。このデータを提供するために、TLS セクションを使用して

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlsym-3c
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サイズと初期の内容を指定します。コンパイル環境は、SHF_TLS フラグで識別されるセクション
内に TLS を割り当てます。これらのセクションは、ストレージがどのように宣言されているかにも
とづき、初期化された TLS と初期化されていない TLS を提供します。

■ 初期化されたスレッド固有変数は、.tdata セクション内または .tdata1 セクション内に割
り当てます。この初期化は再配置を必要とする場合があります。

■ 初期化されていないスレッド固有変数は、COMMON シンボルとして定義します。その結果の
割り当ては、.tbss セクション内で行われます。

初期化されていないセクションは、適切な整列になるようにパッドを入れられて、初期化された
セクションの直後に割り当てられます。結合されたこれらのセクションは、新しいスレッドの作成
時に TLS の割り当てに使用できる TLS テンプレートとなります。このテンプレートの初期化さ
れた部分を、TLS 初期化イメージと呼びます。初期化されたスレッド固有変数の結果として発
生する再配置はすべて、このテンプレートに適用されます。その後、新しいスレッドが初期値を
要求すると、再配置された値が使用されます。

TLS シンボルのシンボルタイプは STT_TLS です。これらのシンボルには、TLS テンプレートの
先頭からの相対オフセットが割り当てられます。これらのシンボルに関連付けられた実際の仮
想アドレスとは無関係です。このアドレスが指すのはテンプレートだけで、各データ項目のスレッ
ドごとのコピーではありません。動的実行可能ファイルと共有オブジェクトでは、STT_TLS シン
ボルの st_value フィールドに、定義済みシンボルの場合は割り当てられた TLS オフセットが
含まれます。未定義シンボルの場合は、このフィールドにゼロが含まれます。

TLS へのアクセスをサポートするために、再配置がいくつか定義されます。475 ページの「ス
レッド固有ストレージの再配置のタイプ」、482 ページの「スレッド固有ストレージの再配置の
タイプ」、および488 ページの「スレッド固有ストレージの再配置のタイプ」を参照してくださ
い。TLS 再配置は通常、タイプ STT_TLS のシンボルを参照します。TLS 再配置は、GOT エント
リに関連するローカルセクションシンボルも参照できます。この場合、割り当てられた TLS のオ
フセットが、関連する GOT エントリに保存されます。

静的 TLS 項目に対する再配置の場合、再配置アドレスは、静的 TLS テンプレートの最後か
らの負のオフセットとしてエンコードされます。このオフセットの計算は、最初に、32 ビットオブ
ジェクトの場合はもっとも近い 8 バイト境界に、64 ビットオブジェクトの場合はもっとも近い
16 バイト境界にテンプレートサイズを丸めます。この丸めによって、静的な TLS テンプレートが
どのような利用にも適切に配置されることが保証されます。

動的実行可能ファイルと共有オブジェクトでは、PT_TLS プログラムエントリが TLS テンプレー
トを記述します。このテンプレートには、次のメンバーが含まれます。
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表 14-1 ELF PT_TLS プログラムヘッダーエントリ

メンバー 値

p_offset TLS 初期化イメージのファイルオフセット

p_vaddr TLS 初期化イメージの仮想メモリーアドレス

p_paddr 0

p_filesz TLS 初期化イメージのサイズ

p_memsz TLS テンプレートの合計サイズ

p_flags PF_R

p_align TLS テンプレートの整列

スレッド固有ストレージの実行時の割り当て

TLS は、プログラムの存続中に、次の 3 つの機会に作成されます。

■ プログラムの起動時。
■ 新しいスレッドの作成時。
■ プログラムの起動に続いて共有オブジェクトが読み込まれたあと、スレッドがはじめて TLS

ブロックを参照するとき。

スレッド固有データストレージは、図14-1「スレッド固有ストレージの実行時のレイアウト」 に示す
ように実行時に配置されます。

図   14-1 スレッド固有ストレージの実行時のレイアウト
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プログラムの起動
プログラムの起動時に、実行システムはメインスレッド用の TLS を作成します。

まず実行時リンカーが、読み込まれたすべての動的オブジェクト (動的な実行可能ファイ
ルを含む) の TLS テンプレートを論理的に結合し、単一の静的なテンプレートとしてまとめ
ます。各動的オブジェクトの TLS テンプレートには、結合されたテンプレート内のオフセット
tlsoffsetm が次のように割り当てられます。

■ tlsoffset1 = round(tlssize1, align1 )
■ tlsoffsetm+1 = round(tlsoffsetm + tlssizem+1, alignm+1)

tlssizem+1 は動的オブジェクト m の割り当てテンプレートのサイズで、 alignm+1 は
整列です。ここで、1 <= m <= M であり、M は読み込まれる動的オブジェクトの合計数で
す。round(offset, align) 関数は、align の次の倍数に丸められたオフセットを返します。

次に、実行時リンカーは、起動時の TLS に必要な割り当てサイズの tlssizeS を計算します。
このサイズは、tlsoffset M に 512 バイトを加えた値に等しくなります。この加算により、静的な
TLS 参照のバックアップ予約が得られます。静的な TLS 参照を作成し、プロセスの初期化後
に読み込まれる共有オブジェクトは、このバックアップ予約に割り当てられます。ただし、この予
約のサイズは固定および限定されています。また、この予約が対応しているのは、初期化され
ていない TLS データ項目用のストレージの提供だけです。柔軟性を最大限高めるため、動的な
TLS モデルを使用して、共有オブジェクトがスレッドローカル変数を参照するようにしてくださ
い。

計算された TLS サイズ tlssizeS に関連付けられる静的な TLS 領域は、スレッドポインタ tpt

の直前に配置されます。TLS データに対するアクセスは、tpt からの減算にもとづいて行われま
す。

静的な TLS 領域は、初期化レコードのリンクリストに関連付けられます。このリスト内の各レコー
ドは、読み込まれた動的オブジェクトごとにその TLS 初期化イメージを記述するものです。各
レコードには、次のフィールドが含まれています。

■ TLS 初期化イメージを指すポインタ。
■ TLS 初期化イメージのサイズ。
■ オブジェクトの tlsoffsetm。
■ オブジェクトが静的な TLS モデルを使用するかどうかを示すフラグ。

スレッドライブラリは、この情報を使用して初期スレッドにストレージを割り当てます。このストレー
ジが初期化され、初期スレッド用に動的な TLS ベクトルが作成されます。
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スレッドの作成
初期スレッドと、新しく作成されるスレッドに対して、スレッドライブラリは読み込まれる動的オブ
ジェクトごとに新しい TLS ブロックを割り当てます。ブロックは、個別に割り当てられることも、
単一の連続ブロックとして割り当てられることもあります。

各スレッド t は関連するスレッドポインタ tpt を持ち、このポインタはスレッド制御ブロック TCB
を指します。スレッドポインタ tp には、常に、現在動作しているスレッドの tpt の値が含まれま
す。

続いてスレッドライブラリは、現在のスレッド t のためにポインタのベクトル dtvt を作成します。
各ベクトルの最初の要素には、ベクトルを拡張すべきタイミングを決定するために使用され
る生成番号 gent が入ります。467 ページの「スレッド固有ストレージブロックの遅延割り当
て」を参照してください。

ベクトル内の残りの各要素 dtvt,m は、動的オブジェクト m に属する TLS 用に予約されたブ
ロックへのポインタです。

起動後動的に読み込まれたオブジェクトについては、スレッドライブラリは TLS ブロックの割り
当てを延期します。割り当ては、読み込まれたオブジェクト内で TLS 変数に対して最初の参照
が行われる時に発生します。割り当てが延期されたブロックの場合、ポインタ dtvt,m は実装が
定める特別な値に設定されます。

注記 - 実行時リンカーは、ベクトル内の単一の要素 dtvt,1 を共有するために、すべての起動オ
ブジェクトの TLS テンプレートをグループ化できます。このグループ化によって、前述のオフセッ
ト計算や初期化レコードのリストの作成が影響を受けることはありません。しかし、次のセクショ
ンでは、M の値 (オブジェクトの合計数) は値 1 から始まっています。

続いて、スレッドライブラリが、新しいストレージブロック内の対応する場所に初期化イメージをコ
ピーします。

起動後の動的ロード
動的な TLS だけが含まれる共有オブジェクトは、プロセスの起動に続いて無制限に読み込む
ことができます。実行時リンカーは、初期化レコードのリストを拡張して新しいオブジェクトの初
期化テンプレートを含めます。新しいオブジェクトには、インデックス m = M + 1 が与えられま
す。カウンタ M は 1 ずつ増えていきます。しかし、新しい TLS ブロックの割り当ては、それらが
実際に参照されるまで延期されます。
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動的な TLS だけが含まれる共有オブジェクトの読み込みが解除されると、その共有オブジェ
クトが使用している TLS ブロックは解放されます。

静的な TLS が含まれる共有オブジェクトは、プロセスの起動に続いて一定の制限内で読み込
むことができます。静的な TLS 参照を満たすことができるのは、残りのバックアップ TLS 予約
からだけです。465 ページの「プログラムの起動」を参照してください。この予約のサイズは
制限されています。また、この予約で提供できるのは、初期化されていない TLS データ項目用
のストレージだけです。

静的な TLS を含む共有オブジェクトは、読み込み解除されません。静的な TLS 処理の結果
として、共有オブジェクトには削除不可のタグが付けられます。

スレッド固有ストレージブロックの遅延割り当て

動的な TLS モデルでは、スレッド t がオブジェクト m の TLS ブロックにアクセスする必要が
生じた場合、コードは dtv t を更新し、TLS ブロックの初期割り当てを行います。スレッドライブラ
リは、動的な TLS 割り当てが行えるように、次のインタフェースを提供します。

typedef struct {

        unsigned long ti_moduleid;

        unsigned long ti_tlsoffset;

} TLS_index;

extern void *__tls_get_addr(TLS_index *ti);     (SPARC and x64)

extern void *___tls_get_addr(TLS_index *ti);    (32–bit x86)

注記 - この関数の SPARC 定義と 64ビットの x86 定義は、同一の関数シグニチャーを持ちま
す。しかし 32 ビットの x86 バージョンは、スタック上で引数を渡すデフォルトの呼び出し規約
を使用しません。代わりに 32 ビットの x86 バージョンは、より効率の良い %eax レジスタによっ
て引数を渡します。この代替呼び出し手法を使用することを示すため、32 ビットの x86 関数
名にはその先頭に 3 つの下線が付いています。

tls_get_addr() の両バージョンとも、スレッドごとの生成カウンタ gent を調べ、ベクトルが更新
を必要としていないかを確認します。ベクトル dtvt が古い場合、ルーチンがベクトルを更新し、
必要に応じ、追加エントリ用のスペースを確保するため再割り当てを行います。続いてこのルー
チンは、dtvt,m に対応する TLS ブロックがすでに割り当てられているかを調べます。ベクトルが
割り当てられていない場合、このルーチンはブロックの割 り当てと初期化を行います。このルー
チンは、実行時リンカーが提供する初期化レコードリスト内の情報を使用します。ポインタ dtv
t,m は、割り当てられたブロックを指すように設定されます。ルーチンは、ブロック内の指定され
たオフセットへのポインタを返します。
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スレッド固有ストレージのアクセスモデル

各 TLS 参照は、次のアクセスモデルのどれかになります。ここでは、もっとも一般的なモデル
(しかし最適化の程度はもっとも低い) から順に、もっとも高速なモデル (しかし制限度は高い)
へと並んでいます。

General Dynamic (GD) - 動的な TLS
このモデルでは、共有オブジェクトまたは動的実行可能ファイルから、すべての TLS 変数
を参照できます。このモデルでは、TLS ブロックが特定のスレッドからはじめて参照される
時まで、このブロックの割り当てを延期することもできます。

Local Dynamic (LD) - 局所シンボルの動的な TLS
このモデルは、GD モデルを最適化したものです。コンパイラが、構築されるオブジェクト
内で変数がローカルに結合されているか、あるいは保護されていると判断することがあ
ります。この場合、コンパイラは、動的な tlsoffset を静的に結合してこのモデルを使用
するように、リンカーに指示します。このモデルにより、GD モデルを上回る性能が得られま
す。dtv()0,m のアドレスの確認は、関数ごとに tls_get_addr を 1 度呼び出すだけです。リン
ク編集時に結合される動的な TLS オフセットは、参照ごとに dtv0,m アドレスに追加され
ます。

Initial Executable (IE) - オフセットが割り当てられた静的な TLS
このモデルは、初期の静的な TLS テンプレートの一部として利用できる TLS 変数だけを
参照できます。このテンプレートは、プロセスの起動時に使用できるすべての TLS ブロッ
ク、および小規模なバックアップ予約で構成されます。465 ページの「プログラムの起
動」を参照してください。このモデルでは、変数 x の、スレッドポインタからの相対オフセット
は、x の GOT エントリ内に保存されます。
このモデルでは、初期プロセスの起動後に、遅延読み込み、フィルタ、dlopen(3C) などに
よって読み込まれる共有ライブラリから、限定された数の TLS 変数を参照できます。この
アクセスは、固定のバックアップ予約から満たされます。この予約で提供できるのは、初期
化されていない TLS データ項目用のストレージだけです。柔軟性を最大限高めるため、動
的な TLS モデルを使用して、共有オブジェクトがスレッドローカル変数を参照するようにし
てください。

注記 - フィルタを使用して、静的な TLS の使用を動的に選択できます。共有オブジェクトを、動
的な TLS を使用するように構築します。さらに共有オブジェクトを、静的な TLS を使用するた
めに構築された対応物に対する補助フィルタとして動作するよう、構築することができます。静
的な TLS オブジェクトの読み込みがリソースにより許可される場合に、そのオブジェクトが使
用されます。それ以外の場合、動的な TLS オブジェクトへのフォールバックにより、共有オブ
ジェクトの提供する機能が常に使用可能であることが保証されます。フィルタの詳細について
は、155 ページの「フィルタとしての共有オブジェクト」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlopen-3c
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Local Executable (LE) - 静的な TLS
このモデルは、動的実行可能ファイルの TLS ブロックの一部である TLS 変数だけを参
照できます。リンカーは、動的な再配置や GOT の参照を別途行うことなく、スレッドポインタ
からの相対オフセットを静的に計算します。このモデルを使用して動的実行可能ファイル
の外部に存在する変数を参照することはできません。

リンカーは、妥当と判断する場合は、比較的一般的なアクセスモデルから、より最適化されたモ
デルへとコードを移行できます。この移行は、独特な TLS 再配置を使用することで行えます。こ
れらの再配置は、更新を要求するだけでなく、どの TLS アクセスモデルが使用されているかの
特定もします。

作成されるオブジェクトのタイプとともに TLS アクセスモデルを認識することで、リンカーは変
換を実行できます。たとえば、GD アクセスモデルを使用している再配置可能オブジェクトが、
動的実行可能ファイルにリンクされているとします。この場合、リンカーは IE アクセスモ デルま
たは LE アクセスモデルを使用して参照を適宜移行できます。そのあとで、そのモデルに必要
な再配置が行われます。

次の図は、それぞれのアクセスモデルと、あるモデルから別のモデルにどのように移行するかを
示しています。
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図   14-2 スレッド固有ストレージのアクセスモデルと移行

SPARC: スレッド固有変数へのアクセス

SPARC では、スレッド固有変数へのアクセスに次のコードシーケンスモデルを使用できます。

SPARC: General Dynamic (GD)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。
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表 14-2 SPARC: General Dynamic スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

# %l7 - initialized to GOT pointer

0x00 sethi %hi(@dtlndx(x)), %o0

0x04 add   %o0, %lo(@dtlndx(x)), %o0

0x08 add   %l7, %o0, %o0

0x0c call  x@TLSPLT

# %o0 - contains address of TLS variable

R_SPARC_TLS_GD_HI22

R_SPARC_TLS_GD_LO10

R_SPARC_TLS_GD_ADD

R_SPARC_TLS_GD_CALL

x

x

x

x

未処理の再配置: 32 ビット シンボ
ル

GOT[n]

GOT[n + 1]

R_SPARC_TLS_DTPMOD32

R_SPARC_TLS_DTPOFF32

x

x

未処理の再配置: 64 ビット シンボ
ル

GOT[n]

GOT[n + 1]

R_SPARC_TLS_DTPMOD64

R_SPARC_TLS_DTPOFF64

x

x

sethi 命令は R_SPARC_TLS_GD_HI22 再配置を生成し、add 命令は R_SPARC_TLS_GD_LO10 再
配置を生成します。これらの再配置は、変数 x の TLS_index 構造体を保持する領域を GOT 内
に割り当てるように、リンカーに指示します。リンカーは、この新しい GOT エントリに GOT からの相
対オフセットを代入することによって、この再配置を処理します。

読み込みオブジェクトインデックスと x の TLS ブロックインデックスは実行時まで不
明です。したがって、リンカーは、実行時リンカーによって処理されるように、GOT に対する
R_SPARC_TLS_DTPMOD32 再配置と  R_SPARC_TLS_DPTOFF32 再配置を設定します。

2 番目の add 命令は、R_SPARC_TLS_GD_ADD 再配置を生成します。この再配置が使用されるの
は、リンカーによって GD コードシーケンスがほかのシーケンスに変更される場合だけです。

call 命令は特別な構文である x@TLSPLT を使用します。この call 命令は TLS 変数を参照
し、R_SPARC_TLS_GD_CALL 再配置を生成します。この再配置は、__tls_get_addr() 関数の呼
び出しを結合するようリンカーに指示し、call 命令を GD コードシーケンスに関連付けます。
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注記 - add 命令は、call 命令の前に指定する必要があります。add 命令を、呼び出しの遅延ス
ロットに配置することはできません。これは、あとで発生するコード変換が既知の順序を必要と
するためです。

R_SPARC_TLS_GD_ADD 再配置によってタグが付けられた add 命令の GOT ポインタとして使用さ
れるレジスタは、add 命令内の最初のレジスタでなければなりません。このように指定すること
で、リンカーはコード変換時に GOT  ポインタであるレジスタを識別できるようになります。

SPARC: Local Dynamic (LD)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。

表 14-3 SPARC: Local Dynamic スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

# %l7 - initialized to GOT pointer

0x00 sethi %hi(@tmndx(x1)), %o0

0x04 add   %o0, %lo(@tmndx(x1)), %o0

0x08 add   %l7, %o0, %o0

0x0c call  x@TLSPLT

# %o0 - contains address of TLS block of current

 object

0x10 sethi %hi(@dtpoff(x1)), %l1

0x14 xor   %l1, %lo(@dtpoff(x1)), %l1

0x18 add   %o0, %l1, %l1

# %l1 - contains address of local TLS variable x1

0x20 sethi %hi(@dtpoff(x2)), %l2

0x24 xor   %l2, %lo(@dtpoff(x2)), %l2

0x28 add   %o0, %l2, %l2

# %l2 - contains address of local TLS variable x2

R_SPARC_TLS_LDM_HI22

R_SPARC_TLS_LDM_LO10

R_SPARC_TLS_LDM_ADD

R_SPARC_TLS_LDM_CALL

R_SPARC_TLS_LDO_HIX22

R_SPARC_TLS_LDO_LOX10

R_SPARC_TLS_LDO_ADD

R_SPARC_TLS_LDO_HIX22

R_SPARC_TLS_LDO_LOX10

R_SPARC_TLS_LDO_ADD

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x2

未処理の再配置: 32 ビット シンボ
ル

GOT[n]

GOT[n + 1]

R_SPARC_TLS_DTPMOD32

<none>

x1

未処理の再配置: 64 ビット シンボ
ル

GOT[n] R_SPARC_TLS_DTPMOD64 x1
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GOT[n + 1] <none>

最初の sethi 命令は R_SPARC_TLS_LDM_HI22 再配置を生成し、add 命令は
R_SPARC_TLS_LDM_LO10 再配置を生成します。これらの再配置は、現在のオブジェクトの
TLS_index 構造体を保持する領域を GOT に割り当てるように、リンカーに指示します。リンカー
は、この新しい GOT エントリに GOT からの相対オフセットを代入することによって、この再配置を
処理します。

読み込みオブジェクトインデックスは実行時まで不明です。したがっ
て、R_SPARC_TLS_DTPMOD32 再配置が作成され、TLS_index 構造体の ti_tlsoffset フィールド
にゼロが埋め込まれます。

2 つめの add 命令には R_SPARC_TLS_LDM_ADD 再配置によってタグが付けられ、call 命令に
は R_SPARC_TLS_LDM_CALL 再配置によってタグが付けられます。

以降の sethi 命令は R_SPARC_LDO_HIX22 再配置を生成し、xor 命令は
R_SPARC_TLS_LDO_LOX10 再配置を生成します。各局所シンボルの TLS オフセット
はリンク編集時に認識されるため、これらの値は直接埋め込まれます。add 命令に
は、R_SPARC_TLS_LDO_ADD 再配置によってタグが付けられます。

手続きが複数の局所シンボルを参照する場合には、コンパイラは TLS ブロックの基底アドレ
スを取得するコードを 1 度だけ生成します。以後、各シンボルのアドレスの計算にはこの基底ア
ドレスが使用され、個別にライブラリを呼び出すことはありません。

注記 - R_SPARC_TLS_LDO_ADD によってタグが付けられた add 命令内の TLS オブジェクトアド
レスが入ったレジスタは、命令シーケンス内の最初のレジスタでなければなりません。このように
指定することで、リンカーはコード変換時にレジスタを識別できるようになります。

32 ビット SPARC: Initial Executable (IE)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。

表 14-4 32 ビット SPARC: Initial Executable スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

# %l7 - initialized to GOT pointer, %g7 - thread

 pointer
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0x00 sethi %hi(@tpoff(x)), %o0

0x04 or    %o0, %lo(@tpoff(x)), %o0

0x08 ld    [%l7 + %o0], %o0

0x0c add   %g7, %o0, %o0

# %o0 - contains address of TLS variable

R_SPARC_TLS_IE_HI22

R_SPARC_TLS_IE_LO10

R_SPARC_TLS_IE_LD

R_SPARC_TLS_IE_ADD

x

x

x

x

未処理の再配置 シンボ
ル

GOT[n] R_SPARC_TLS_TPOFF32 x

sethi 命令は R_SPARC_TLS_IE_HI22 再配置を生成し、or 命令は R_SPARC_TLS_IE_LO10 再
配置を生成します。これらの再配置は、シンボル x の静的な TLS オフセットを保存する領域を
GOT 内に作成するように、リンカーに指示します。実行時リンカーがシンボル x の負の静的 TLS
オフセットを埋め込むよう、GOT に対する R_SPARC_TLS_TPOFF32 の再配置は、未処理の状態に
置かれます。ld 命令には R_SPARC_TLS_IE_LD 再配置によってタグが付けられ、add 命令には
R_SPARC_TLS_IE_ADD 再配置によってタグが付けられます。

注記 - R_SPARC_TLS_IE_ADD 再配置によってタグが付けられた add 命令の GOT ポインタとして
使用されるレジスタは、この命令内の最初のレジスタでなければなりません。このように指定す
ることで、リンカーはコード変換時に GOT  ポインタであるレジスタを識別できるようになります。

64 ビット SPARC: Initial Executable (IE)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。

表 14-5 64 ビット SPARC: Initial Executable スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

# %l7 - initialized to GOT pointer, %g7 - thread

 pointer

0x00 sethi %hi(@tpoff(x)), %o0

0x04 or    %o0, %lo(@tpoff(x)), %o0

0x08 ldx   [%l7 + %o0], %o0

0x0c add   %g7, %o0, %o0

# %o0 - contains address of TLS variable

R_SPARC_TLS_IE_HI22

R_SPARC_TLS_IE_LO10

R_SPARC_TLS_IE_LD

R_SPARC_TLS_IE_ADD

x

x

x

x

未処理の再配置 シンボ
ル
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GOT[n] R_SPARC_TLS_TPOFF64 x

SPARC: Local Executable (LE)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。

表 14-6 SPARC: Local Executable スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

# %g7 - thread pointer

0x00 sethi %hix(@tpoff(x)), %o0

0x04 xor   %o0,%lo(@tpoff(x)),%o0

0x08 add   %g7, %o0, %o0

# %o0 - contains address of TLS variable

R_SPARC_TLS_LE_HIX22

R_SPARC_TLS_LE_LOX10

<none>

x

x

sethi 命令は R_SPARC_TLS_LE_HIX22 再配置を生成し、xor 命令は R_SPARC_TLS_LE_LOX10
再配置を生成します。リンカーは、実行可能ファイルで定義されたシンボルの静的な TLS オフ
セットに、これらの再配置を直接結合します。実行時には、再配置処理は不要です。

SPARC: スレッド固有ストレージの再配置のタイプ
次の表に、SPARC 用に定義された TLS 再配置を示します。表内の説明では、次の表記が使
用されています。

@dtlndx(x)

TLS_index 構造体を保持するために、GOT 内に連続した 2 つのエントリを割り当てます。こ
の情報は、__tls_get_addr() に渡されます。このエントリを参照する命令は、2 つの GOT
エントリのうちの最初のエントリのアドレスに結合されます。

@tmndx(x)

TLS_index 構造体を保持するために、GOT 内に連続した 2 つのエントリを割り当てます。こ
の情報は、__tls_get_addr() に渡されます。この構造体の ti_tlsoffset フィールドは 0
に設定され、ti_moduleid は実行時に埋め込まれます。__tls_get_addr() 呼び出しは、
動的な TLS ブロックの開始オフセットを返します。

@dtpoff(x)

TLS ブロックからの相対 tlsoffset を計算します。
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@tpoff(x)

静的な TLS ブロックからの負の相対 tlsoffset を計算します。この値は、TLS アドレスを
計算するためにスレッドポインタに追加されます。

@dtpmod(x)

TLS シンボルを含むオブジェクトの識別子を計算します。

表 14-7 SPARC: スレッド固有ストレージの再配置のタイプ

名前 値 フィールド 計算

R_SPARC_TLS_GD_HI22 56 T-simm22 @dtlndx(S + A) >> 10

R_SPARC_TLS_GD_LO10 57 T-simm13 @dtlndx(S + A) & 0x3ff

R_SPARC_TLS_GD_ADD 58 なし この表のあとの説明を参照してください。

R_SPARC_TLS_GD_CALL 59 V-disp30 この表のあとの説明を参照してください。

R_SPARC_TLS_LDM_HI22 60 T-simm22 @tmndx(S + A) >> 10

R_SPARC_TLS_LDM_LO10 61 T-simm13 @tmndx(S + A) & 0x3ff

R_SPARC_TLS_LDM_ADD 62 なし この表のあとの説明を参照してください。

R_SPARC_TLS_LDM_CALL 63 V-disp30 この表のあとの説明を参照してください。

R_SPARC_TLS_LDO_HIX22 64 T-simm22 @dtpoff(S + A) >> 10

R_SPARC_TLS_LDO_LOX10 65 T-simm13 @dtpoff(S + A) & 0x3ff

R_SPARC_TLS_LDO_ADD 66 なし この表のあとの説明を参照してください。

R_SPARC_TLS_IE_HI22 67 T-simm22 @got(@tpoff(S + A)) >> 10

R_SPARC_TLS_IE_LO10 68 T-simm13 @got(@tpoff(S + A)) & 0x3ff

R_SPARC_TLS_IE_LD 69 なし この表のあとの説明を参照してください。

R_SPARC_TLS_IE_LDX 70 なし この表のあとの説明を参照してください。

R_SPARC_TLS_IE_ADD 71 なし この表のあとの説明を参照してください。

R_SPARC_TLS_LE_HIX22 72 T-imm22 (@tpoff(S + A) ^0xffffffffffffffff) >> 10

R_SPARC_TLS_LE_LOX10 73 T-simm13 (@tpoff(S + A) & 0x3ff) | 0x1c00

R_SPARC_TLS_DTPMOD32 74 V-word32 @dtpmod(S + A)

R_SPARC_TLS_DTPMOD64 75 V-word64 @dtpmod(S + A)

R_SPARC_TLS_DTPOFF32 76 V-word32 @dtpoff(S + A)

R_SPARC_TLS_DTPOFF64 77 V-word64 @dtpoff(S + A)

R_SPARC_TLS_TPOFF32 78 V-word32 @tpoff(S + A)

R_SPARC_TLS_TPOFF64 79 V-word64 @tpoff(S + A)

いくつかの再配置型には、単純な計算を超えたセマンティクスが存在します。
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R_SPARC_TLS_GD_ADD

この再配置は、GD コードシーケンスの add 命令にタグを付けます。GOT ポインタに使用され
るレジスタは、シーケンス内の最初のレジスタです。この再配置によってタグが付けられる
命令は、R_SPARC_TLS_GD_CALL 再配置によってタグが付けられる call 命令の前に置か
れます。この再配置は、リンク編集時に TLS モデルを移行するために使用されます。

R_SPARC_TLS_GD_CALL

この再配置は、__tls_get_addr() 関数を参照する R_SPARC_WPLT30 再配置と同じように
処理されます。この再配置は、GD コードシーケンスの一部です。

R_SPARC_LDM_ADD

この再配置は、LD コードシーケンスの最初の add 命令にタグを付けます。GOT ポインタに使
用されるレジスタは、シーケンス内の最初のレジスタです。この再配置によってタグが付け
られる命令は、R_SPARC_TLS_GD_CALL 再配置によってタグが付けられる call 命令の前に
置かれます。この再配置は、リンク編集時に TLS モデルを移行するために使用されます。

R_SPARC_LDM_CALL

この再配置は、__tls_get_addr() 関数を参照する R_SPARC_WPLT30 再配置と同じように
処理されます。この再配置は、LD コードシーケンスの一部です。

R_SPARC_LDO_ADD

この再配置は、LD コードシーケンス内の最後の add 命令にタグを付けます。コードシーケン
スの先頭で計算されるオブジェクトアドレスを含むレジスタは、この命令における最初のレ
ジスタです。この再配置により、リンカーはコード変換時にレジスタを識別できるようになりま
す。

R_SPARC_TLS_IE_LD

この再配置は、32 ビットの IE コードシーケンス内の ld 命令にタグを付けます。この再配
置は、リンク編集時に TLS モデルを移行するために使用されます。

R_SPARC_TLS_IE_LDX

この再配置は、64 ビットの IE コードシーケンス内の ldx 命令にタグを付けます。この再配
置は、リンク編集時に TLS モデルを移行するために使用されます。

R_SPARC_TLS_IE_ADD

この再配置は、IE コードシーケンス内の add 命令にタグを付けます。GOT ポインタに使用さ
れるレジスタは、シーケンス内の最初のレジスタです。

32 ビット x86: スレッド固有変数へのアクセス

x86 では、TLS へのアクセスに次のコードシーケンスモデルを使用できます。
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32 ビット x86: General Dynamic (GD)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。

表 14-8 32 ビット x86: General Dynamic スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 leal  x@tlsgd(,%ebx,1), %eax

0x07 call  x@tlsgdplt

# %eax - contains address of TLS variable

R_386_TLS_GD

R_386_TLS_GD_PLT

x

x

未処理の再配置 シンボ
ル

GOT[n]

GOT[n + 1]

R_386_TLS_DTPMOD32

R_386_TLS_DTPOFF32

x

leal 命令は R_386_TLS_GD 再配置を生成します。この再配置は、変数 x の TLS_index 構造
体を保持する領域を GOT 内に割り当てるよう、リンカーに指示します。リンカーは、この新しい
GOT エントリに GOT からの相対オフセットを代入することによって、この再配置を処理します。

ロードオブジェクトインデックスと x の TLS ブロックインデックスは実行時まで不明なため、
リンカーは、実行時リンカーによって処理されるように、GOT に対して R_386_TLS_DTPMOD32
再配置と R_386_TLS_DTPOFF32 再配置を設定します。生成された GOT エントリのアドレス
は、___tls_get_addr() 呼び出しのためにレジスタ %eax にロードされます。

call 命令は、R_386_TLS_GD_PLT 再配置を生成します。この再配置は、___tls_get_addr ()
関数の呼び出しを結合するようリンカーに指示し、call 命令を GD コードシーケンスに関連付け
ます。

call 命令は、leal 命令の直後に配置する必要があります。この要件は、コード変換を可能にす
るために必要です。

x86: Local Dynamic (LD)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。
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表 14-9 32 ビット x86: Local Dynamic スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 leal  x1@tlsldm(%ebx), %eax

0x06 call  x1@tlsldmplt

# %eax - contains address of TLS block of current

 object

0x10 leal  x1@dtpoff(%eax), %edx

# %edx - contains address of local TLS variable x1

0x20 leal  x2@dtpoff(%eax), %edx

# %edx - contains address of local TLS variable x2

R_386_TLS_LDM

R_386_TLS_LDM_PLT

R_386_TLS_LDO_32

R_386_TLS_LDO_32

x1

x1

x1

x2

未処理の再配置 シンボ
ル

GOT[n]

GOT[n + 1]

R_386_TLS_DTPMOD32

<none>

x

最初の leal 命令は R_386_TLS_LDM 再配置を生成します。この再配置は、現在のオブジェク
トの TLS_index 構造体を保持する領域を GOT に割り当てるように、リンカーに指示します。リン
カーは、この新しいリンクテーブルエントリに GOT からの相対オフセットを代入することによって、
この再配置を処理します。

読み込みオブジェクトインデックスは実行時まで不明です。したがって、R_386_TLS_DTPMOD32
再配置が作成され、構造体の ti_tlsoffset フィールドにゼロが埋め込まれます。call 命令に
は、R_386_TLS_LDM_PLT 再配置によってタグが付けられます。

各局所シンボルの TLS オフセットはリンク編集時に認識されるため、リンカーはこれらの値を
直接埋め込みます。

手続きが複数の局所シンボルを参照する場合には、コンパイラは TLS ブロックの基底アドレ
スを取得するコードを 1 度だけ生成します。以後、各シンボルのアドレスの計算にはこの基底ア
ドレスが使用され、個別にライブラリを呼び出すことはありません。

32 ビット x86: Initial Executable (IE)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。
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IE モデルには 2 つのコードシーケンスが存在します。その 1 つは、GOT ポインタを使用する、位
置に依存しないコード用です。もう 1 つのシーケンスは、GOT ポインタを使用しない、位置に依存
するコード用です。

表 14-10 32 ビット x86: 位置に依存しない Initial Executable スレッド固有変数のアクセスコー
ド

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 movl  %gs:0, %eax

0x06 addl  x@gotntpoff(%ebx), %eax

# %eax - contains address of TLS variable

<none>

R_386_TLS_GOTIE x

未処理の再配置 シンボ
ル

GOT[n] R_386_TLS_TPOFF x

addl 命令は R_386_TLS_GOTIE 再配置を生成します。この再配置は、シンボル x の静的な
TLS オフセットを保存する領域を GOT 内に作成するように、リンカーに指示します。このと
き、GOT テーブルに対する R_386_TLS_TPOFF 再配置は、未処理の状態に置かれます。あとで、
実行時リンカーがシンボル x の静的な TLS オフセットを埋め込みます。

表 14-11 32 ビット x86: 位置に依存する Initial Executable スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 movl  %gs:0, %eax

0x06 addl  x@indntpoff, %eax

# %eax - contains address of TLS variable

<none>

R_386_TLS_IE x

未処理の再配置 シンボ
ル

GOT[n] R_386_TLS_TPOFF x

addl 命令は R_386_TLS_IE 再配置を生成します。この再配置は、シンボル x の静的な TLS
オフセットを保存する領域を GOT 内に作成するように、リンカーに指示します。このシーケン
スと位置に依存しない形式との主な違いは、GOT ポインタレジスタのオフセットを使用せ
ず、作成される GOT エントリに直接、命令が結合されることです。このとき、GOT に対する
R_386_TLS_TPOFF 再配置は、未処理の状態に置かれます。あとで、実行時リンカーがシンボル
x の静的な TLS オフセットを埋め込みます。
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次の 2 つのシーケンスに示すように、メモリー参照にオフセットを直接埋め込むことによって、変
数 x の (アドレスではなく) 内容を読み込むことができます。

表 14-12 32 ビット x86: 位置に依存しない Initial Executable 動的スレッド固有変数のアクセ
スコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 movl  x@gotntpoff(%ebx), %eax

0x06 movl  %gs:(%eax), %eax

# %eax - contains address of TLS variable

R_386_TLS_GOTIE

<none>

x

未処理の再配置 シンボ
ル

GOT[n] R_386_TLS_TPOFF x

表 14-13 32 ビット x86: 位置に依存しない Initial Executable スレッド固有変数のアクセスコー
ド

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 movl  x@indntpoff, %ecx

0x06 movl  %gs:(%ecx), %eax

# %eax - contains address of TLS variable

R_386_TLS_IE

<none>

x

未処理の再配置 シンボ
ル

GOT[n] R_386_TLS_TPOFF x

最後のシーケンスで、%ecx レジスタではなく %eax レジスタを使用すると、最初の命令は 5 バイ
ト長または 6 バイト長になる可能性があります。

32 ビット x86: Local Executable (LE)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。

表 14-14 32 ビット x86: Local Executable スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 movl  %gs:0, %eax <none>
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0x06 leal  x@ntpoff(%eax), %eax

# %eax - contains address of TLS variable

R_386_TLS_LE x

movl 命令は R_386_TLS_LE_32 再配置を生成します。リンカーは、実行可能ファイルで定義さ
れたシンボルの静的な TLS オフセットに、この再配置を直接結合します。実行時には処理は
不要です。

次の命令シーケンスを使用すると、同じ再配置により変数 x の (アドレスではなく) 内容にアク
セスできます。

表 14-15 32 ビット x86: Local Executable スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 movl  %gs:0, %eax

0x06 movl  x@ntpoff(%eax), %eax

# %eax - contains address of TLS variable

<none>

R_386_TLS_LE x

次のシーケンスを使用すると、変数のアドレスの計算ではなく、その変数からの読み込みやその
変数への保存を実行できます。この例では、x@ntpoff による式を即値としてではなく絶対アド
レスとして使用しています。

表 14-16 32 ビット x86: Local Executable スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 movl  %gs:x@ntpoff, %eax

# %eax - contains address of TLS variable

R_386_TLS_LE x

32 ビット x86: スレッド固有ストレージの再配置のタイプ
次の表に、x86 用に定義された TLS 再配置を示します。表内の説明では、次の表記が使用さ
れています。

@tlsgd(x)

TLS_index 構造体を保持するために、GOT 内に連続した 2 つのエントリを割り当てます。
この構造体は、___tls_get_addr() に渡されます。このエントリを参照する命令は、2 つの
GOT エントリのうちの最初のエントリに結合されます。
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@tlsgdplt(x)

この再配置は、___tls_get_addr() 関数を参照する R_386_PLT32 再配置と同じように処
理されます。

@tlsldm(x)

TLS_index 構造体を保持するために、GOT 内に連続した 2 つのエントリを割り当てます。こ
の構造体は、___tls_get_addr() に渡されます。TLS_index の ti_tlsoffset フィールドは
0 に設定され、ti_moduleid は実行時に埋められます。___tls_get_addr() 呼び出しは、
動的な TLS ブロックの開始オフセットを返します。

@gotntpoff(x)

GOT に 1 つのエントリを割り当ててから、静的な TLS ブロックからの負の相対 tlsoffset
を使用してこのエントリを初期化します。このシーケンスは、R_386_TLS_TPOFF 再配置を使
用して実行時に行われます。

@indntpoff(x)

この式は @gotntpoff に似ていますが、位置に依存するコードで使用されま
す。@gotntpoff は、movl 命令内または addl 命令内の GOT の先頭からの相対 GOT スロッ
トアドレスに解決されます。@indntpoff は、絶対 GOT スロットアドレスに解決されます。

@ntpoff(x)

静的な TLS ブロックからの負の相対 tlsoffset を計算します。

@dtpoff(x)

TLS ブロックからの相対 tlsoffset を計算します。この値は加数の即値として使用され、
特定のレジスタには関連付けられません。

@dtpmod(x)

TLS シンボルを含むオブジェクトの識別子を計算します。

表 14-17 32 ビット x86: スレッド固有ストレージの再配置のタイプ

名前 値 フィールド 計算

R_386_TLS_GD_PLT 12 Word32 @tlsgdplt

R_386_TLS_LDM_PLT 13 Word32 @tlsldmplt

R_386_TLS_TPOFF 14 Word32 @ntpoff(S)

R_386_TLS_IE 15 Word32 @indntpoff(S)

R_386_TLS_GOTIE 16 Word32 @gotntpoff(S)

R_386_TLS_LE 17 Word32 @ntpoff(S)

R_386_TLS_GD 18 Word32 @tlsgd(S)

R_386_TLS_LDM 19 Word32 @tlsldm(S)
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名前 値 フィールド 計算

R_386_TLS_LDO_32 32 Word32 @dtpoff(S)

R_386_TLS_DTPMOD32 35 Word32 @dtpmod(S)

R_386_TLS_DTPOFF32 36 Word32 @dtpoff(S)

x64: スレッド固有変数へのアクセス

x64 では、TLS へのアクセスに次のコードシーケンスモデルを使用できます。

x64: General Dynamic (GD)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。

表 14-18 x64: General Dynamic スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボル

0x00 .byte 0x66

0x01 leaq  x@tlsgd(%rip), %rdi

0x08 .word 0x6666

0x0a rex64

0x0b call  __tls_get_addr@plt

# %rax - contains address of TLS variable

<none>

R_AMD64_TLSGD

<none>

<none>

R_AMD64_PLT32

x

__tls_get_addr

未処理の再配置 シンボル

GOT[n]

GOT[n + 1]

R_AMD64_DTPMOD64

R_AMD64_DTPOFF64

x

x

__tls_get_addr() 関数は、tls_index 構造体のアドレスという 1 つのパラメータを取りま
す。x@tlsgd(%rip) による式と関連付けられた R_AMD64_TLSGD 再配置は、tls_index 構造体
を GOT 内で割り当てるように、リンカーに指示します。tls_index 構造体で必要な 2 つの要素
は、連続する GOT エントリである GOT[n] および GOT[n+1] で保持されます。これらの GOT エン
トリは、R_AMD64_DTPMOD64 再配置と R_AMD64_DTPOFF64 再配置に関連付けられます。

アドレス 0x00 の命令は、最初の GOT エントリのアドレスを計算します。この計算により、リンク
編集時に明らかになる GOT の最初の PC 相対アドレスが現在の命令のポインタに追加されま
す。結果は、%rdi レジスタを使用して __tls_get_addr() 関数に渡されます。
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注記 - leaq 命令は、最初の GOT エントリのアドレスを計算します。この計算は、リンク編集
時に決定された GOT の PC 相対アドレスを現在の命令のポインタに追加して行われま
す。.byte、.word、および .rex64 接頭辞によって、命令シーケンス全体で 16 バイトを占めるこ
とが確実になります。接頭辞が使用されるのは、コードに悪影響を及ぼすことがないからです。

x64: Local Dynamic (LD)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。

表 14-19 x64: Local Dynamic スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボル

0x00 leaq  x1@tlsld(%rip), %rdi

0x07 call  __tls_get_addr@plt

# %rax - contains address of TLS block

0x10 leaq  x1@dtpoff(%rax), %rcx

# %rcx - contains address of TLS variable x1

0x20 leaq  x2@dtpoff(%rax), %r9

# %r9 - contains address of TLS variable x2

R_AMD64_TLSLD

R_AMD64_PLT32

R_AMD64_DTOFF32

R_AMD64_DTOFF32

x1

__tls_get_addr

x1

x2

未処理の再配置 シンボル

GOT[n] R_AMD64_DTMOD64 x1

最初の 2 つの命令は、パッドはありませんが、一般的な動的モデルに使用されるコードシーケン
スと同じです。2 つの命令は必ず連続させてください。x1@tlsld(%rip) シーケンスは、シンボ
ル x1 の tls_index エントリを生成します。このインデックスはオフセットがゼロ の x1 を含む現
在のモジュールを参照します。リンカーは、オブジェクト R_AMD64_DTMOD64 の再配置を作成しま
す。

オフセットは別々に読み込まれるので、R_AMD64_DTOFF32 再配置は不要です。x1@dtpoff に
よる式は、シンボル  x1 のオフセットにアクセスするために使用されます。この命令をアドレス
0x10 として使用して、完全なオフセットが読み込まれ %rax() 内の __tls_get_addr 呼び出し
の結果に追加されて結果が %rcx に生成されます。x1@dtpoff による式は、R_AMD64_DTPOFF32
再配置を作成します。
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次の命令を使用すると、変数のアドレスを計算するのではなく、変数の値を読み込むことができ
ます。この命令は、元の leaq 命令と同じ再配置を作成します。

movq  x1@dtpoff(%rax), %r11

TLS ブロックのベースアドレスがレジスタ内で保持されていると、保護されているスレッド固有
変数のアドレスの読み込み、保存、または計算には 1 つの命令が必要となります。

固有の動的モデルを使用した場合には、一般的な動的モデルを使用した場合よりも利点があ
ります。すべての追加スレッド固有変数アクセスに必要なのは、3 つの新しい命令だけです。さ
らに、GOT エントリの追加や実行時の再配置は必要ありません。

x64: Initial Executable (IE)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。

表 14-20 x64: Initial Executable スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 movq  %fs:0, %rax

0x09 addq  x@gottpoff(%rip), %rax

# %rax - contains address of TLS variable

<none>

R_AMD64_GOTTPOFF x

未処理の再配置 シンボ
ル

GOT[n] R_AMD64_TPOFF64 x

シンボル x の R_AMD64_GOTTPOFF 再配置は、リンカーに GOT エントリおよび関連する
R_AMD64_TPOFF64 再配置の生成を要求します。その後、この命令は x@gottpoff(%rip) 命令
の最後からの GOT エントリの相対オフセットを使用します。R_AMD64_TPOFF64 再配置は、現在
ロードされているモジュールから決定されるシンボル x の値を使用します。オフセットは GOT エ
ントリに書き込まれたあとで、addq 命令によってロードされます。

x のアドレスではなく x の内容を読み込む場合は、次のシーケンスを使用できます。

表 14-21 x64: Initial Executable スレッド固有変数のアクセスコード II

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル
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0x00 movq  x@gottpoff(%rip), %rax

0x07 movq  %fs:(%rax), %rax

# %rax - contains contents of TLS variable

R_AMD64_GOTTPOFF

<none>

x

未処理の再配置 シンボ
ル

GOT[n] R_AMD64_TPOFF64 x

x64: Local Executable (LE)

このコードシーケンスは、Thread-Local Storage Access Modelsで説明されている
468 ページの「スレッド固有ストレージのアクセスモデル」 モデルを実装します。

表 14-22 x64: Local Executable スレッド固有変数のアクセスコード

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 movq  %fs:0, %rax

0x09 leaq  x@tpoff(%rax), %rax

# %rax - contains address of TLS variable

<none>

R_AMD64_TPOFF32

x

TLS 変数のアドレスではなく TLS 変数の内容を読み込む場合は、次のシーケンスを使用でき
ます。

表 14-23 x64: Local Executable スレッド固有変数のアクセスコード II

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 movq  %fs:0, %rax

0x09 movq  x@tpoff(%rax), %rax

# %rax - contains contents of TLS variable

<none>

R_AMD64_TPOFF32

x

次のシーケンスはより短いものです。

表 14-24 x64: Local Executable スレッド固有変数のアクセスコード III

コードシーケンス 初期の再配置 シンボ
ル

0x00 movq  %fs:x@tpoff, %rax R_AMD64_TPOFF32 x
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# %rax - contains contents of TLS variable

x64: スレッド固有ストレージの再配置のタイプ
次の表に、x64 用に定義された TLS 再配置を示します。表内の説明では、次の表記が使用さ
れています。

@tlsgd(%rip)

TLS_index 構造体を保持するために、GOT 内に連続した 2 つのエントリを割り当てます。こ
の構造体は、__tls_get_addr() に渡されます。この命令は、正確で一般的な動的コード
シーケンス内でのみ使用できます。

@tlsld(%rip)

TLS_index 構造体を保持するために、GOT 内に連続した 2 つのエントリを割り当
てます。この構造体は、__tls_get_addr() に渡されます。実行時、オブジェクトの
ti_offset オフセットフィールドは ゼロに設定され、ti_module オフセットは初期化されま
す。__tls_get_addr() 関数の呼び出しは、動的な TLS ブロックの開始オフセットを返しま
す。この命令は、正確なコードシーケンス内で使用できます。

@dtpoff

変数を含む TLS ブロックの最初からの変数の相対オフセットを計算します。計算値は加
数の即値として使用され、特定のレジスタには関連付けられません。

@dtpmod(x)

TLS シンボルを含むオブジェクトの識別子を計算します。

@gottpoff(%rip)

最初の TLS ブロック内の変数のオフセットを保持する GOT 内のエントリを割り当てます。
このオフセットは TLS ブロックの端、%fs:0 から計算されます。この演算子は、movq または
addq 命令とだけ使用できます。

@tpoff(x)

TLS ブロックの端、%fs:0 からの変数の相対オフセットを計算します。GOT エントリは作成
されません。

表 14-25 x64: スレッド固有ストレージの再配置のタイプ

名前 値 フィールド 計算

R_AMD64_DPTMOD64 16 Word64 @dtpmod(s)

R_AMD64_DTPOFF64 17 Word64 @dtpoff(s)

R_AMD64_TPOFF64 18 Word64 @tpoff(s)
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名前 値 フィールド 計算

R_AMD64_TLSGD 19 Word32 @tlsgd(s)

R_AMD64_TLSLD 20 Word32 @tlsld(s)

R_AMD64_DTPOFF32 21 Word32 @dtpoff(s)

R_AMD64_GOTTPOFF 22 Word32 @gottpoff(s)

R_AMD64_TPOFF32 23 Word32 @gottpoff(s)
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リンカーとライブラリのアップデートおよび新機能

この付録では、Oracle Solaris OS のリリースに追加された更新内容と新機能の概要につい
て説明します。

Oracle Solaris 11.2 リリース

■ リンカーで、デバッグセクションを解凍および圧縮できるようになりました。94 ページの「圧
縮デバッグセクション」および 359 ページの「セクションの圧縮」を参照してください。

■ la_callinit() 関数と la_callentry() 関数により、実行時監査プログラムとプロセス
初期設定の同期が改善されました。302 ページの「監査インタフェースの関数」および
309 ページの「監査インタフェース制御フロー」を参照してください。

■ -z relax オプションを使用して、リンカーのデフォルトの妥当性チェックの項目を緩和でき
るようになりました。このオプションにより、これ以外では拒否される出力オブジェクトの作
成を可能になりました。-z relax オプションは、-t オプションおよび -z relaxreloc オプ
ションの代替となるものです。ld(1)を参照してください。

■ リンカーの -z type オプションと、追加の LD_UNSET、LD_{object-type}_OPTIONS、およ
び LD_{object-type}_UNSET 環境変数により、オプション処理がさらに柔軟になりまし
た。26 ページの「リンカーオプションの指定」を参照してください。

■ elfdump(1)に対する新しい -F オプションにより、出力形式オプションがもたらされました。

■ 関連する実オブジェクトで見られるシンボルを、スタブオブジェクトでは省略できるように
なりました。この手法により、下位互換性のために実オブジェクトでシンボルを保持しなが
ら、スタブオブジェクトに対してリンクするこれらのシンボルが新しいコード開発で使用さ
れないようにすることができます。87 ページの「スタブオブジェクトを使用した、廃止インタ
フェースの非表示」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
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Oracle Solaris 11.1 リリース
■ 補助オブジェクトを使用すると、実行時に必要でないデバッグセクションを別のオブジェク

トファイルに書き込むことができます。89 ページの「補助オブジェクト」を参照してください。
■ 親オブジェクトを使用すると、plugin がその親に対して直接リンクできるようになり、plugin

オブジェクトを簡単に構築できます。97 ページの「親オブジェクト」を参照してください。
■ ld(1) には、アドレス空間配置およびランダム化のオブジェクト単位を制御する -z aslr

オプションが用意されています。elfedit(1)は、関連する DT_SUNW_ASLR 動的セク
ションエントリの簡易編集ができるように変更されました。表13-12「ELF ASLR 値
DT_SUNW_ASLR」 を参照してください。

Oracle Solaris 11
■ 新しいユーティリティー elffile(1)を使用して、アーカイブライブラリとそのメンバーをさら

に完全に検査できます。
■ ソフトウェア機能属性をエンコードすることによって、64 ビットプロセスを下位 32 ビットアド

レス空間に制限できます。69 ページの「ソフトウェア機能アドレス空間制限処理」を参照し
てください。

Oracle Solaris 10 1/13 リリース
■ リンカーの -z discard-unused オプションにより、使用されない対象物をリンク編集からより

柔軟に破棄できるようになりました。200 ページの「使用されない対象物の削除」を参照し
てください。

■ リンカーの -z strip-class オプションにより、重要でないセクションをオブジェクトから柔
軟に取り除くことができるようになりました。-z strip-class オプションは古い -s オプショ
ンに優先し、取り除くセクションをさらにきめ細かく制御します。

Oracle Solaris 10 8/11 リリース
■ リンカーはスタブオブジェクトを作成できます。スタブオブジェクトとは、完全に mapfile

から作成される、コードとデータを含まずに実際のオブジェクトと同じリンクインタフェー
スを提供する共有オブジェクトです。スタブオブジェクトは、非常に簡単にリンカーで

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfedit-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elffile-1
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作成できます。また、構築の並列処理を増やしたり、構築の複雑さを軽減したりできま
す。83 ページの「スタブオブジェクト」を参照してください。

■ リンカーは、-z guidance オプションを使用して高品質のオブジェクトを作成するためのガイ
ドを提供できます。ld(1)を参照してください。

■ アーカイブ処理では、サイズが 4G バイトより大きいアーカイブを作成できるようになりまし
た。

■ ローカルの監査者が la_preinit() と la_activity() のイベントを受け取ることができる
ようになりました。297 ページの「実行時リンカーの監査インタフェース」を参照してくださ
い。

■ 遅延依存関係により、機能が存在するかどうかを検査するモデルがより堅牢になりまし
た。139 ページの「機能のテスト」および 118 ページの「dlopen() の代替手段の提供」を
参照してください。

■ 新しい mapfile 構文が利用できるようになりました。第8章「mapfile」を参照してください。
この構文は、元の System V Release 4 の言語の構文に比べて、可読性と拡張性が向上
しています。元の mapfile を処理するためのサポート機能はリンカー内に完全に保持されて
います。元の 付録B System V Release 4 (バージョン 1) Mapfile 構文と使用方法について
は、Appendix B, System V Release 4 (Version 1) Mapfilesを参照してください。

■ 個々のシンボルは機能要件と関連付けることができます。60 ページの「機能要件の
特定」を参照してください。この機能は、動的オブジェクト内の最適化された機能ファ
ミリの作成に対応しています。70 ページの「シンボル機能関数ファミリの作成」および
372 ページの「機能セクション」を参照してください。

■ リンカーで作成され、Oracle Solaris 固有の ELF データを含むオブジェクト
は、e_ident[EI_OSABI] ELF ヘッダー内で ELFOSABI_SOLARIS のタグが付けられま
す。これまで、ELFOSABI_NONE がすべてのオブジェクトに使用されてきました。この変
更は主に情報を充実させるためであり、実行時リンカーは引き続き ELFOSABI_NONE と
ELFOSABI_SOLARIS は同じであると見なします。しかし、elfdump(1)および類似の診断ツー
ルは、この ABI 情報を使用して、特定のオブジェクトに関するより正確な情報を作成でき
ます。

■ elfdump(1)は拡張され、e_ident[EI_OSABI] ELF ヘッダーの値、または新しい -O オプ
ションを使用して、特定の ABI に固有の ELF データの型と値を特定したり、この情報を使
用してオブジェクトの内容をより正確に表示したりできるようになりました。Linux オペレー
ティングシステムからのオブジェクト内の ABI 固有情報を表示する機能が大幅に拡張さ
れました。

■ プロセスでロードされたオブジェクトのセグメント対応付け情報は、dlinfo(3C)のフラグ
RTLD_DI_MMAPCNT および RTLD_DI_MMAPS を使用すると取得できます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlinfo-3c
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■ リンカーは多くの GNU リンカーオプションを認識します。ld(1)を参照してください。

■ リンカーに SPARC および x86 ターゲットのためのクロスリンクが提供されま
す。25 ページの「クロスリンク編集」を参照してください。

■ リンカーに SHF_MERGE | SHF_STRING 文字列セクションをマージする機能が提供されま
す。358 ページの「セクションのマージ」を参照してください。

■ 実行可能プログラムと共有オブジェクトの作成時に、デフォルトで再配置セクションがマー
ジされるようになりました。208 ページの「再配置セクションの結合」を参照してください。こ
の動作を使用するには、リンカーの -z combreloc オプションが必要でした。このデフォルト
の動作を無効にして、再配置を適用する必要のあるセクションで 1 対 1 関係を保持する
ために、-z nocombreloc が用意されています。

■ 新しいユーティリティー elfedit(1)を使って ELF オブジェクトを編集できます。

■ 新しいユーティリティー elfwrap(1)を使用すると、任意のデータファイルを ELF 再配置可
能オブジェクト内にカプセル化できます。

■ 追加のシンボル可視性属性が提供されています。239 ページの「SYMBOL_SCOPE/
SYMBOL_VERSION 指令」および表12-23「ELF シンボルの可視性」 にある、エクス
ポート済み、シングルトン、および削除属性の記述を参照してください。

■ リンカーとその関連 ELF ユーティリティーが、/usr/ccs/bin から /usr/bin に移動されまし
た。24 ページの「リンカーの起動」を参照してください。

■ シンボルソートセクションが追加され、メモリーアドレスとシンボリック名の関連付けを簡単に
できるようになりました。405 ページの「シンボルソートセクション」を参照してください。

■ 動的オブジェクトで使用できるシンボルテーブル情報が、新しい .SUNW_ldynsym セクショ
ンの追加によって拡張されています。396 ページの「シンボルテーブルセクション」および表
12-5「ELF セクションタイプ、sh_type」 を参照してください。

■ crle(1)によって管理される構成ファイルの形式が拡張され、ファイルの識別機能が向上
しています。改善された形式により、実行時リンカーが互換性のないプラットフォームで生成
された構成ファイルを使用しないようになります。

■ 関連付けたシンボルのサイズを再配置の計算で使用するために、新しい再配置タイプが
追加されました。384 ページの「再配置」を参照してください。

■ -z rescan-now、-z recan-start、および -z rescan-end のオプションでは、アーカイブライ
ブラリをリンク編集に容易に指定できるようになりました。33 ページの「コマンド行上のアー
カイブの位置」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1ld-1
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廃止機能

次の機能が廃止されました。これらの機能は内部機能、またはほとんど使用されない機能で
す。既存の関連する ELF 定義はすべて無視されますが、elfdump(1)などのツールによって、
定義を引き続き表示できます。

DT_FEATURE_1

この動的セクションタグは実行時の機能要件を特定しました。431 ページの「動的セク
ション」を参照してください。このタグは機能フラグ DTF_1_PARINIT および DTF_1_CONVEXP
を提供しました。DT_FEATURE_1 タグおよび関連フラグは、今後、リンカーによって作成され
たり、実行時リンカーによって処理されたりしません。

Solaris 10 5/08 リリース

■ リンカーの -z globalaudit オプションを指定することで、アプリケーション内の監査を記録
することによる大域監査を有効化できるようになりました。301 ページの「大域監査の記
録」を参照してください。

■ リンカーの新しいサポートインタフェース ld_open() と ld_open64() が追加されまし
た。291 ページの「サポートインタフェース関数」を参照してください。

Solaris 10 8/07 リリース

■ リンカーの -z altexec64 オプションおよび LD_ALTEXEC 環境変数を使用して代替リンカー
を実行する際の柔軟性が向上しました。

■ mapfiles を使用して生成されるシンボル定義を、ELF セクションに関連付けることができ
るようになりました。239 ページの「SYMBOL_SCOPE/SYMBOL_VERSION 指令」を
参照してください。

■ リンカーおよび実行時リンカーは、共有オブジェクト内の静的な TLS の作成に対応してい
ます。また、起動後の共有オブジェクト内部で静的な TLS の限定的な使用を可能にする
バックアップ TLS 予約が規定されました。465 ページの「プログラムの起動」を参照してく
ださい。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1elfdump-1
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Solaris 10 1/06 リリース
■ x64 中規模コードモデルのサポートが提供されました。表12-4「ELF セクションの特殊イン

デックス」、表12-8「ELF セクションの属性フラグ」、および表12-12「ELF 特殊セクション」
を参照してください。

■ コマンド行引数、環境変数、およびプロセスの補助ベクトル配列は、dlinfo(3C)のフラグ
RTLD_DI_ARGSINFO を使用して取得できます。

■ リンカーの -B nodirect オプションにより、外部参照からの直接結合をより柔軟に禁止でき
るようになりました。第6章「直接結合」を参照してください。

Solaris 10 リリース
■ x64 がサポートされるようになりました。表12-5「ELF セクションタイ

プ、sh_type」、361 ページの「特殊セクション」、393 ページの「再配置
型」、484 ページの「スレッド固有変数へのアクセス」、および488 ページの「スレッド固有ス
トレージの再配置のタイプ」を参照してください。

■ ファイルシステムの再構成により、多数のコンポーネントが /usr/lib から /lib に移動さ
れました。これにより、リンカーと実行時リンカー両方のデフォルト検索パスが変更されまし
た。34 ページの「リンカーが検索するディレクトリ」、104 ページの「実行時リンカーが検索す
るディレクトリ」、および 126 ページの「セキュリティー」を参照してください。

■ システムアーカイブライブラリが提供されなくなりました。したがって、静的にリンクされた実
行可能ファイルは作成できなくなりました。18 ページの「静的実行可能ファイル」を参照し
てください。

■ crle(1)の -A オプションにより、代替依存関係をより柔軟に定義できるようになりました。

■ リンカーおよび実行時リンカーは、値が指定されていない環境変数を処理しま
す。21 ページの「環境変数」を参照してください。

■ dlopen(3C)とともに、明示的な依存関係の定義として使用されるパス名は、すべての予
約トークンを使用できるようになりました。第10章「動的ストリングトークンによる依存関係の
確立」を参照してください。予約トークンを使用するパス名は、新ユーティリティー moe(1)で
評価されます。

■ dlsym(3C)と新しいハンドル RTLD_PROBE によって、インタフェースが存在するかどうかを
確認する最適な方法が提供されました。118 ページの「dlopen() の代替手段の提供」を
参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Adlinfo-3c
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 B ♦  ♦  ♦        付  録  B 

System V Release 4 (バージョン 1) Mapfile

注記 - この付録は、オリジナルの System V Release 4 mapfile 言語 (バージョン 1) につい
て説明しています。この mapfile 構文は継続してサポートされていますが、新しいアプリケーショ
ンについては、Chapter 8, Mapfilesで説明されているバージョン 2 の 第8章「mapfile」 言語を
お勧めします。

リンカーは、再配置可能オブジェクトの入力セクションを、作成中の出力ファイル内のセグ
メントに、自動的にかつ効率的に対応付けします。-M オプションで関連するマップファイル
(mapfile) を指定すると、リンカーがデフォルトで行う対応付けを変更することができます。ま
た、mapfile を使用して、新規セグメントの作成、属性の変更、およびシンボルのバージョン情
報管理情報の指定を実行できます。

注記 - mapfile オプションを使用すると、実行されない出力ファイルを簡単に作成できます。リ
ンカーは、mapfile オプションなしでも、正しい出力ファイルを作成できます。

mapfiles のサンプルは、/usr/lib/ld ディレクトリにあります。

mapfile の構造と構文
次の基本タイプの指令を mapfile に入力できます。

■ セグメント宣言。
■ 対応付け指令。
■ セクションからセグメントへの順序付け。
■ サイズシンボル宣言。
■ ファイル制御指令。

それぞれの指令は複数の行にまたがることができ、最後にセミコロンを付ければ、いくつでも空
白 (改行を含む) を入れることができます。
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通常、セグメント宣言の後に、対応付け指令を記述します。セグメントを宣言してから、セクショ
ンがそのセグメントの一部分になる条件を定義します。対応付け先のセグメントを最初に宣言
せずに、対応付け指令あるいはサイズシンボル宣言を入力した場合、組み込みのセグメント以
外のセグメントには、デフォルト属性が付与されます。この種のセグメントは、暗示的に宣言され
たセグメントになります。

サイズシンボル宣言、およびファイル制御指令は、mapfile のどこにでも入れることができま
す。

以後のセクションでは、それぞれの指令について説明します。すべての構文説明について、次
の表記が適用されます。

■ 固定幅の文字のエントリ、すべてのコロン、セミコロン、等符号、@ 記号は、そのままの文字
を入力する。

■ 「斜体文字」で示されたエントリはすべて、適切なもので置き換える。
■ { .... }* は「なしまたはそれ以上」を意味する。
■ { .... }+ は「1 つまたはそれ以上」を意味する。
■ [ .... ] は「オプション」を意味する。
■ section_names と segment_names は、C 識別子と同じ規則に従い、ピリオド (.) は文字とし

て処理される。たとえば、.bss は正当な名前です。

■ section_names、segment_names、file_names、および symbol_names には大文字と小文字
の区別がある。それ以外のものには大文字と小文字の区別はない。

■ 空白文字 (あるいは改行文字) は、数字の前および名前や値の間以外はどこにでも入れら
れる。

■ # で始まり改行で終わるコメントは、空白文字を入れることができる場所であれば、どこに
でも入れられる。

セグメントの宣言

セグメントの宣言により、出力ファイルに新しいセグメントを作成したり、既存のセグメントの属
性値を変更したりできます。既存のセグメントとは、以前に定義したもの、あるいは次に述べる
4 つの組み込みセグメントの 1 つのことです。

セグメントの宣言は次の構文で行います。

        segment_name = {segment_attribute_value}*;
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各 segment_name に対して、任意の数の segment_attribute_values を任意の順序で指定し、
それぞれは空白文字で区切ります。セグメント属性ごとに 1 つの値だけを指定できます。セグ
メント属性および有効な値を、次の表に示します。

表 B-1 Mapfile セグメント属性

属性 値

segment_type LOAD | NOTE | NULL | STACK

segment_flags ? [E] [N] [O] [R] [W] [X]

virtual_address V number

physical_address Pnumber

length Lnumber

rounding Rnumber

alignment Anumber

4 つの組み込みセグメントが存在し、次のデフォルト属性値を保持します。

■ text – LOAD、?RX、virtual_address と physical_address と length は指定な
し。alignment 値は CPU タイプごとにデフォルトに設定。

■ data – LOAD、?RWX、virtual_address と physical_address と length は指定な
し。alignment 値は CPU タイプごとにデフォルトに設定。

■ bss – 無効、LOAD、?RWX、virtual_address と physical_address と length は指定な
し。alignment 値は CPU タイプごとにデフォルトに設定。

■ note – NOTE。

デフォルトでは、bss セグメントは無効に設定されています。この唯一の入力部分である
SHT_NOBITS タイプのセクションは、データセグメント内でキャプチャーされます。表12-5「ELF
セクションタイプ、sh_type」 セクションの詳細は、Table 12–5 を参照してください。bss セグメ
ントの作成を有効にするときは、もっとも単純な bss 宣言だけでかまいません。

        bss =;

すべての SHT_NOBITS セクションは、データセグメントではなく、このセグメントによりキャプ
チャーされるようになります。もっとも単純な場合、ほかのセグメントにも適用されるデフォルトを
使用してこのセグメントの整列が行われます。宣言を実行してセグメントの追加属性を指定す
ることにより、セグメント作成を有効にしたり、指定した属性を付与したりすることもできます。
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リンカーは、mapfile を読み取る前に、これらのセグメントが宣言されたように動作しま
す。509 ページの「mapfile オプションのデフォルト」を参照してください。

セグメント宣言を入力する場合、次のことに注意してください。

■ 数字には、C 言語と同じ形式で、16 進数、10 進数、あるいは 8 進数が使えます。
■ V、P、L、R、あるいは A と数字の間には空白文字を入れてはいけません。
■ segment_type 値は、LOAD、NOTE、NULL、または STACK のいずれかです。未指定の場合、セグ

メントタイプはデフォルトの LOAD に設定されます。
■ segment_flags 値は、R は読み取り可能 、W は書き込み可能、X は実行可能、O は順番を

表します。疑問符 ? と segment_flags 値を構成する個々のフラグの間には、空白文字を入
れてはいけません。

■ LOAD セグメントの segment_flags 値は、デフォルトで RWX になります。
■ NOTE セグメントには、segment_type 以外のセグメント属性値は割り当てられません。
■ STACK 値の segment_type が 1 つ許可されます。segment_flags から選択されたセグメン

トのアクセス要求だけを指定できます。
■ 暗示的に宣言されたセグメントでは、segment_type 値は LOAD、segment_flags 値は RWX、

virtual_address と physical_address と整列値はデフォルト、そして長さは無制限になり
ます。

注記 - リンカーは、1 つ前のセグメントの属性値に基づいて、現在のセグメントのアドレスや長さ
を計算します。

■ LOAD セグメントには、virtual_address 値または physical_address 値、および最大セグメ
ント length 値を明示的に指定できます。

■ セグメントに ? の segment_flags 値があって後に何もない場合、値は読み取り不可、書き
込み不可、および実行不可になります。

■ alignment 値は、セグメントの最初の仮想アドレスを計算する際に使われます。この整列
は、整列の指定されたセグメントにだけ影響します。その他のセグメントは、その alignment
値が変更されないかぎり、デフォルトの整列が使われます。

■ 属性値 virtual_address、physical_address、length のいずれかが設定されていない場
合、リンカーは出力ファイルの作成時にこれらの値を計算します。

■ セグメントに対して alignment 値が指定されていない場合、整列が組み込みのデフォルト
に設定されます。デフォルトは CPU により異なり、ソフトウェアのリビジョンによっても異な
る場合があります。
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■ virtual_address と alignment 値の両方がセグメントに対して指定されている場
合、virtual_address の方が優先されます。

■ virtual_address 値がセグメントに対して指定されている場合、プログラムヘッダーの整
列フィールドには、デフォルトの整列値が設定されます。

■ rounding 値がセグメントに対して設定されている場合、そのセグメントの仮想アドレスは与
えられた値に一致する次のアドレスに丸められます。この値は、値の指定対象のセグメント
にしか効力はありません。値が入力されないと、丸めは行われません。

注記 - virtual_address 値が指定されている場合、セグメントはその仮想アドレスに置かれま
す。システムカーネルの場合、この方法で正しい結果が生成されます。exec(2) を介して開始
するファイルの場合、この方法では、セグメントがページ境界に対応する正しいオフセットを保
持しないため、不正な出力ファイルが作成されることになります。

?E フラグにより、空のセグメントが作れます。この空のセグメントには、関連付けられたセクショ
ンが存在しません。このセグメントは LOAD セグメントまたは NULL セグメントにできます。空の
LOAD セグメントは、実行可能ファイルに対してのみ指定できます。これらのセグメントは、指定
されたサイズと整列を保持する必要があります。これらのセグメントにより、プロセスの起動時
にメモリー予約が作成されます。空の NULL セグメントは、事後処理ユーティリティーで使用でき
るプログラムヘッダーエントリを追加するためのものです。これらのセグメントに追加属性を指
定すべきではありません。LOAD セグメントと NULL セグメントは複数定義してもかまいません。

?N フラグにより、ELF ヘッダー、および任意のプログラムヘッダーを最初のロード可能なセグメン
トの一部分として含めるかどうかを制御できます。デフォルトでは、 ELF ヘッダーおよびプログ
ラムヘッダーは、最初のセグメントに含まれます。これらのヘッダー内の情報は、対応付けられた
イメージ内で (通常は実行時リンカーにより) 使用されます。?N オプションを使用すると、イメー
ジの仮想アドレス計算が最初のセグメントの最初のセクションで開始されます。

?O フラグを使用すると、出力ファイル内のセクションの順序を制御できます。このフラグは、コン
パイラの -xF オプションと合わせて使うようになっています。ファイルを -xF オプションを使って
コンパイルすると、そのファイル内の各関数が、.text セクションと同じ属性を持つ別個のセク
ションに置かれます。これらのセクションは、.text%function_name (function_name は関数
名) という名前です。

たとえば、main()、foo()、および bar() の 3 つの関数を持つファイルを -xF オプションを使っ
てコンパイルすると、再配置可能オブジェクトファイルが作成され、3 つの関数のテキストが
.text%main、.text%foo、および .text%bar という名前のセクションに配置されます。-xF オプ
ションは 1 つのセクションに 1 つの関数を割り当てるので、セクションの順番を制御するため
に ?O フラグを使うと、実際には関数の順番を制御することになります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2exec-2
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次のユーザー定義の mapfile を検討します。

        text = LOAD ?RXO;

        text: .text%foo;

        text: .text%bar;

        text: .text%main;

最初の宣言により、?O フラグがデフォルトのテキストセグメントに関連付けられます。

ソースファイルの関数定義の順序が、main、foo、および bar の場合、最終的な実行プログラム
には foo、bar、および main の順序で関数が含まれます。

同じ名前の静的関数を対象とする場合、ファイル名も指定する必要があります。?O フラグを
指定すると、mapfile で指定されたとおりにセクションの順序付けが行われます。たとえば、静
的関数 bar() がファイル a.o および b.o にあって、ファイル a.o() の関数 bar を、ファイル
b.o() の関数 bar の前に置く場合、mapfile のエントリは次のようになります。

        text: .text%bar: a.o;

        text: .text%bar: b.o;

次の構文を入力することもできます。

        text: .text%bar: a.o b.o;

しかし、ファイル a.o の関数 bar() がファイル b.o の関数 bar() の前に置かれることは保証
されません。2 番目の形式は、結果が予測できないため、お勧めしません。

対応付け指令
対応付け指令は、入力セクションを出力セグメントに対応付けする方法をリンカーに伝えます。
基本的には、対応付け先のセグメントの名前を指定し、名前を指定したセグメントに対応付け
するためにセクションの属性をどうすべきかを指定します。特定のセグメントに対応付けするた
めにセクションが持っていなければならないセクション属性値 (section_attribute_values)
のセットは、そのセグメントのエントランス基準と呼ばれます。出力ファイル内の指定されたセグメ
ントにセクションを置くには、セクションがセグメントのエントランス基準に正確に合致している
必要があります。

対応付け指令には次のような構文があります。

        segment_name : {section_attribute_value}* [: {file_name}+];

segment_name に対して、任意の数の section_attribute_values を任意の順序で指定
し、それぞれは空白文字で区切ります。セクション属性ごとに 1 つの値だけを指定できま
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す。file_name 宣言を使用して、特定の .o ファイルに由来するセクションだけに限定すること
も可能です。セクション属性とその有効値は次の表に示すとおりです。

表 B-2 セクション属性

セクション属性 値

section_name 任意の有効なセクション名

section_type $PROGBITS

$SYMTAB

$STRTAB

$REL

$RELA

$NOTE

$NOBITS

section_flags ? [[!]A] [[!]W] [[!]X]

対応付け指令を入力する場合、次の点に注意してください。

■ 前記の section_types から 1 つ以下の section_type を選択する必要がありま
す。前記の section_types は組み込まれています。section_types の詳細について
は、340 ページの「セクション」を参照してください。

■ section_flags 値は、A は割り当て可能 、W は書き込み可能、X は実行可能です。個々のフ
ラグの前に感嘆符 (!) がついている場合、リンカーは、フラグが設定されていないことを確
認します。section_flags 値を構成する疑問符、感嘆符、および個々のフラグの間には空白
文字を入れてはいけません。

■ file_name には、ファイル名として正当な名前を *filename または
archive_name(component_name) の形式で指定できます (例、/lib/libc.a(printf.o))。リ
ンカーは、ファイル名の構文をチェックしません。

■ file_name が *filename の形式になっている場合、リンカーはコマンド行からファイルの
basename(1) を判断します。このベース名を使って、指定された file name との一致が実
行されます。言い換えれば、mapfile で指定する filename は、コマンド行で指定されたファ
イル名の最後の部分だけが合致する必要があります。507 ページの「対応付けの例」を
参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1basename-1
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■ リンク編集で -l オプションを使用するときに、-l オプションのあとのライブラリがカレント
ディレクトリ内にある場合は、そのライブラリを検出させるため、名前の前に ./ を付けるか、
またはパス名全体を mapfile 内で記述する必要があります。

■ 特定の出力セグメントについて複数の指令行を指定できます。たとえば、次に示す一連の
指令を行うことができます。

        S1 : $PROGBITS;

        S1 : $NOBITS;

1 つのセグメントに対して複数の対応付け指令行を指示することは、複数のセクション属
性値を指定するための唯一の方法です。

■ 1 つのセクションは複数のエントランス基準に合致することがあります。その場合、mapfile
で最初にエントランス基準が合致したセグメントが使われます。たとえば、mapfile が次の
ようになっているとします。

        S1 : $PROGBITS;

        S2 : $PROGBITS;

この場合、$PROGBITS セクションは、セグメント S1 に対応付けられます。

セグメント内セクションの順序

次のような表記を使うことにより、セグメント内にセクションを配置する順序を指定できます。

        segment_name | section_name1;

        segment_name | section_name2;

        segment_name | section_name3;

上記の形式で指定されたセクションは、すべての名前なしセクションの前に、mapfile に列挙さ
れている順序で配置されます。

サイズシンボル宣言

サイズシンボル宣言を使って、指定したセグメントのサイズをバイトで示す大域絶対シンボルを
定義できます。このシンボルは、オブジェクトファイル内で参照できます。サイズシンボルは次
の構文で宣言します。

        segment_name @ symbol_name;
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symbol_name には、任意の正当な C 識別子を指定できます。リンカーは、symbol_name の構文
をチェックしません。

ファイル制御指令

ファイル制御指令により、共有オブジェクト内のどのバージョンの定義をリンク編集時に使用可
能にするかを指定できます。ファイル制御構文で宣言します。

        shared_object_name - version_name [ version_name .... ];

version_name (バージョン名) には、指定した shared_object_name (共有オブジェクト名) 内
のバージョン定義名が入ります。

対応付けの例

次にユーザー定義の mapfile の例を示します。左の数字は、説明のためにつけたものです。実
際には、数字の右の情報だけが、mapfile に含まれます。

例   B-1 ユーザー定義の mapfile

        1.  elephant : .data : peanuts.o *popcorn.o;

        2.  monkey : $PROGBITS ?AX;

        3.  monkey : .data;

        4.  monkey = LOAD V0x80000000 L0x4000;

        5.  donkey : .data;

        6.  donkey = ?RX A0x1000;

        7.  text = V0x80008000;

4 つの別々のセグメントがこの例では扱われています。暗黙の内に宣言されたセグメント
elephant (1 行目) は、ファイル peanuts.o および popcorn.o からすべての .data セクション
を受け取ります。*popcorn.o は、リンカーに与えられるすべての popcorn.o ファイルと一致しま
す。ファイルは、現在のディレクトリにある必要はありません。他方、/var/tmp/peanuts.o がリン
カーに提供された場合、これには * が前に付かないため peanuts.o とは一致しません。

暗黙の内に宣言されたセグメント monkey (2 行目) は $PROGBITS および割り当て可能な実行
プログラム (?AX) の両方になっているすべてのセクション、さらに .data (3 行目) という名前
のすべてのセクション (セグメント elephant に入らなかったもの) を受け取ります。別の行で
section_name に section_type と section_flags の値が指定されているので、monkey セグ
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メントに入る .data セクションが、$PROGBITS あるいは割り当て可能な実行プログラムである必
要はありません。

同じ行の属性の間には「and」関係があります。たとえば、2 行目の $PROGBITS と ?AX は
「and」関係です。同じセグメントの属性が複数行にある場合は、それらの間に「or」関係があり
ます。たとえば、2 行目の $PROGBITS ?AX と 3行目の .data は「or」関係です。

monkey セグメントは、segment_type 値が LOAD、segment_flags 値が
RWX、virtual_address、physical_address、length、および alignment の値は無指定 (デ
フォルトが使用) として、2 行目で暗黙の内に宣言されています。4 行目では、monkey の
segment_type  値は LOAD に設定されています。segment_type 属性は変わらないため、警告
は出ません。virtual_address  値は 0x80000000 に、最大 length 値は 0x4000 に設定されて
います。

5 行目では、donkey セグメントを暗黙の内に宣言しています。エントランス基準 は、このすべ
ての .data セクションをこのセグメントに振り向けるようになっています。実際には、3 行目の
monkey のエントランス基準はこれらのセクションのすべてを取り込むので、このセグメントに入
るセクションはありません。6 行目では、segment_flags 値は ?RX に、alignment 値は 0x1000
に設定されています。これらの属性値の両方が変化するため、警告が出ます。

7 行目では、テキストセグメントの virtual_address 値を 0x80008000 に設定します。

ユーザー定義の mapfile の例は、説明のために警告を出すように設計されています。次の例で
は指令の順序を変更して警告を避けています。

        1.  elephant : .data : peanuts.o *popcorn.o;

        4.  monkey = LOAD V0x80000000 L0x4000;

        2.  monkey : $PROGBITS ?AX;

        3.  monkey : .data;

        6.  donkey = ?RX A0x1000;

        5.  donkey : .data;

        7.  text = V0x80008000;

次の mapfile の例では、セグメント内セクションの順序付けを使っています。

        1.  text = LOAD ?RXN V0xf0004000;

        2.  text | .text;

        3.  text | .rodata;

        4.  text : $PROGBITS ?A!W;

        5.  data = LOAD ?RWX R0x1000;

text セグメントおよび data セグメントが、この例では扱われています。text セグメントの
virtual_address が  0xf0004000 になるように、またこのセグメントのアドレス計算の一部分
として ELF ヘッダーやプログラムヘッダーを含めないように宣言しています。2 行目と 3 行目
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では、セグメント内セクションの順序付けを有効にし、このセグメントでは .text セクションと
.rodata セクションが最初の 2 つのセクションになるように指定しています。この結果、.text
セクションは仮想アドレスが 0xf0004000 になり、その直後に .rodata セクションがきます。

text セグメントを構成するその他の $PROGBITS セクションは、.rodata セクションのあとにき
ます。5 行目では data セグメントを指定し、その仮想アドレスは 0x1000 バイト境界で始まらな
ければならないと指定しています。data を構成する最初のセクションも、ファイルイメージ内の
0x1000  バイト境界に存在します。

mapfile オプションのデフォルト
リンカーは、デフォルトの segment_attribute_values を持つ 4 つの組み込みセグメント
(text、data、bss、note)、および対応するデフォルトの対応付け指令を定義します。リンカー
はデフォルトを提供するのに実際の mapfile は使いませんが、ここではデフォルトの内容を
mapfile に書かれているものとして、リンカーがユーザーの mapfile を処理する際にどのような
ことが起こるかを説明します。

次に示す例は、リンカーのデフォルトを mapfile として表現したものです。リンカーは、mapfile
をすでに読み取ったかのように実行を開始します。その後でリンカーは、mapfile を読み取った
り、あるいはデフォルトへの追加や変更を行なったりします。

        text = LOAD ?RX;

        text : ?A!W;

        data = LOAD ?RWX;

        data : ?AW;

        note = NOTE;

        note : $NOTE;

mapfile の各セグメント宣言は読み取られる際、次のようにセグメント宣言の既存リストと比較
されます。

1. セグメントが mapfile に存在しておらず、同じ segment-type 値の別のセグメントが存在す
る場合、そのセグメントは、すべての同じ segment_type の既存セグメントの前に追加さ
れます。

2. セグメントが読み取られたとき、既存の mapfile に同じ segment_type のセグメントがない
場合、セグメントは、segment_type 値が次の順序になるように追加されます。

INTERP

LOAD
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DYNAMIC

NOTE

3. セグメントの segment_type が LOAD で、この LOAD 可能なセグメントに virtual_address
値を定義していた場合、セグメントは、virtual_address 値が定義されていない、あるいは
より高い virtual_address 値の LOAD が指定されたセグメントの前、そしてそれよりも低い
virtual_address 値のセグメントの後に置かれます。

mapfile の各対応付け指令が読み取られる際、同じセグメントに対してすでに指定されたその
他の対応付け指令の後 (かつ、そのセグメントのデフォルトの対応付け指令の前) に、指令が
追加されます。

内部対応付け構造

ELF ベースのリンカーのもっとも重要なデータ構造の 1 つとして対応付け構造があります。モ
デルデフォルト mapfile に対応するデフォルト対応付け構造が、リンカーにより使用されます。
ユーザーの mapfile はすべて、デフォルト対応付け構造内に特定の値を追加またはオーバーラ
イドします。

一般的な (ただし多少簡略化した) 対応付け構造を図B-1「簡単な対応付け構造」 に示しま
す。「エントランス基準」ボックスは、デフォルトの対応付け指令内の情報に対応しています。
「セグメント属性記述子」ボックスは、デフォルトのセグメント宣言内の情報に対応しています。
「出力記述子」ボックスは、各セグメントの下に来るセクションの詳細な属性を示します。セク
ション自体は丸で囲んであります。
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図   B-1 簡単な対応付け構造

リンカーはセクションをセグメントに対応付ける際に、次の手順で行います。

1. セクションを読み取る際に、リンカーは合致するものを見つけるために、一連のエントランス
基準を検査します。指定したすべての条件が合致する必要があります。

図B-1「簡単な対応付け構造」 では、text セグメントに入るセクションの場
合、section_type は $PROGBITS、section_flags は ?A!W でなければなりません。エントラ
ンス基準では名前は指定されていないので、名前 .text は必要ありません。エントランス
基準では実行ビットは何も指定されていないので、セクションは section_flags 値の X ま
たは !X のどちらかでもかまいません。

エントランス基準に合致するものが見つからない場合、セクションはその他すべてのセグメ
ントの後の出力ファイルの最後に置かれます。この情報に関するプログラムヘッダーエント
リは作成されません。

2. セクションがセグメントの中に入る際に、リンカーは次のようにそのセグメントの既存の一連
の出力セクション記述子を検査します。
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セクションの属性値が既存の出力セクション記述子の属性値とまったく合致する場合、セ
クションは出力セクション記述子に対応するセクションの列挙の最後に置かれます。

たとえば、section_name が .data1、section_type が $PROGBITS、section_flags が ?AWX
のセクションは、図B-1「簡単な対応付け構造」 の 2 番目のエントランス基準ボックスにあ
てはまり、data セグメントに置かれます。セクションは 2 番目の出力セクション記述子ボッ
クスにちょうど一致し (.data1、$PROGBITS、?AWX)、このボックスに対応する一連のセクショ
ンの最後に追加されます。fido.o、rover.o、および sam.o の .data1 セクションは、このこ
とを示しています。

一致する出力セクション記述子が見つからず、同じ section_type の出力セクション記述
子がほかに存在する場合、セクションとして同じ属性値で新しい出力セクション記述子が
作られ、そのセクションは新しい出力セクション記述子と対応づけられます。出力セクショ
ン記述子およびセクションは、同じセクションタイプの最後の出力セクション記述子の後に
置かれます。Figure B–1 の 図B-1「簡単な対応付け構造」 セクションはこの方法で配置
されました。

指定されたセクションタイプの出力セクション記述子がほかに存在しない場合、新しい出
力セクション記述子が作られ、セクションはそのセクション内に置かれます。

注記 - 入力セクションが、SHT_LOUSER と SHT_HIUSER の間にユーザー定義のセクションタイプ値
を保持する場合、このセクションタイプ値は $PROGBITS セクションとして処理されます。mapfile
でこの section_type 値に名前を付ける方法はありませんが、これらのセクションは、エントラ
ンス基準でその他の属性値指定 (section_flags、section_name) を使って付け直すことがで
きます。

3. すべてのコマンド行で指定されたオブジェクトファイルとライブラリが読み取られた後、セグ
メントがセクションをまったく含まない場合、そのセグメントに対してはプログラムヘッダーエ
ントリは作られません。

注記 - $SYMTAB、$STRTAB、$REL、および $RELA 型の入力セクションは、リンカーにより内部で使用
されます。これらのセクションタイプを参照する指令は、リンカーで作った出力セクションしかセ
グメントに対応付けできません。
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数字・記号
___tls_get_addr, 467
__thread, 461
__tls_get_addr, 467
.got 参照 グローバルオフセットテーブル
.plt 参照 プロシージャーのリンクテーブル
/lib, 34, 35, 104, 130
/lib/64, 34, 35, 104, 130
/lib/secure, 126
/lib/secure/64, 126
/usr/bin/ld 参照 リンカー
/usr/ccs/bin/ld 参照 リンカー
/usr/ccs/lib, 24
/usr/lib, 34, 35, 104, 130
/usr/lib/64, 34, 35, 104, 130
/usr/lib/64/ld.so.1, 103, 313
/usr/lib/ld.so.1, 103, 313
/usr/lib/secure, 126, 300
/usr/lib/secure/64, 126, 300
$CAPABILITY 参照 検索パス
$ISALIST 参照 検索パス
$ORIGIN 参照 検索パス
$OSNAME 参照 検索パス
$OSREL 参照 検索パス
$PLATFORM 参照 検索パス
32 ビット/64 ビット, 21

ld-サポート, 291
rtld-監査, 302
環境変数, 21
検索パス

構成, 107
実行時リンカー, 35, 104, 130
セキュリティー, 126
リンカー, 34

実行時リンカー, 103

あ
アーカイブ, 31

共有オブジェクトの取り込み, 152
命名規約, 31
リンカー処理, 29
を通る複数のパス, 30

圧縮, 94
アプリケーションバイナリインタフェース, 20, 257
一時的シンボル, 41
位置独立実行可能ファイル, 18
位置独立のコード, 196, 438

グローバルオフセットテーブル, 449
インタフェース

公開, 257
非公開, 257

インタプリタ 参照 実行時リンカー
ウィークシンボル, 47, 398, 398

未定義, 29
エラーメッセージ

実行時リンカー
共有オブジェクトが見つからない, 107, 130
コピー再配置のサイズの違い, 83, 211
再配置エラー, 114, 267
シンボルが見つからない, 139
バージョン定義が見つからない, 267

リンカー
soname の衝突, 153
暗黙的参照からの未定義シンボル, 46
書き込み不可能なセクションに対する再配置,
198
共有オブジェクト名の衝突, 153
使用できないバージョン, 271
シンボル警告, 43
シンボルの警告, 43
バージョンに割り当てられていないシンボル, 55
複数回定義されたシンボル, 44
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未定義シンボル, 44, 45
オブジェクトの事前ロード 参照 LD_PRELOAD
オブジェクトファイル, 17

グローバルオフセットテーブル 参照 グローバルオフ
セットテーブル
再配置, 381
実行時の事前ロード, 115
シンボルテーブル, 396, 404
セクショングループのフラグ, 371
セクション整列, 344
セクションタイプ, 368
セクションの属性, 352, 368
セクションのタイプ, 344
セクションヘッダー, 340, 368
セクション名, 368, 368
セグメントのタイプ, 418, 422
セグメントの内容, 423, 424
セグメントへのアクセス権, 422, 423
注釈セクション, 379, 381
データ表現, 331
プログラムインタプリタ, 430
プログラムのロード, 424
プログラムヘッダー, 417, 421, 421, 421
プロシージャーのリンクテーブル 参照 プロシージャー
のリンクテーブル
ベースアドレス, 421, 422
補助, 89
文字列テーブル, 395, 396

か
仮想アドレス指定, 424
環境変数

32 ビット/64 ビット, 21
LD_AUDIT, 127, 300
LD_BIND_NOW, 113, 125, 144
LD_CONFIG, 127
LD_DEBUG, 143
LD_EXEC_OPTIONS, 27
LD_EXEC_UNSET, 27
LD_LIBRARY_PATH, 35, 106, 154

監査, 304
セキュリティー, 127

LD_LOADFLTR, 163
LD_NOAUDIT, 300

LD_NOAUXFLTR, 162
LD_NODIRECT, 179, 180
LD_NOLAZYLOAD, 118
LD_NOVERSION, 271
LD_OPTIONS, 26, 100
LD_PIE_OPTIONS, 27
LD_PIE_UNSET, 27
LD_PRELOAD, 111, 115, 127, 188
LD_PROFILE, 212
LD_PROFILE_OUTPUT, 213
LD_RELOC_OPTIONS, 27
LD_RELOC_UNSET, 27
LD_RUN_PATH, 37
LD_SHARED_OPTIONS, 27
LD_SHARED_UNSET, 27
LD_SIGNAL, 127
LD_UNSET, 26
SGS_SUPPORT, 290

機能
ソフトウェア, 60
ハードウェア, 60
プラットフォーム, 60
マシン, 60

共有オブジェクト, 17, 18, 104, 149
暗黙的定義, 45
依存関係グループ, 109, 130
依存関係の順序, 154
依存関係を持つ, 153
実行時名の記録, 151
実装, 381, 427
フィルタとして, 155
補完依存関係, 202
明示的な定義, 46
命名規約, 31, 150
リンカーの処理, 30

共有オブジェクトの生成, 46
共有ライブラリ 参照 共有オブジェクト
局所シンボル, 398
グローバルオフセットテーブル, 431, 449

.got, 364
_GLOBAL_OFFSET_TABLE_, 59
検査, 108
再配置, 384, 384

x64, 393
x86, 391
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SPARC, 386
プロシージャーのリンクテーブルとの組み合わ
せ, 457, 459

動的参照, 436
結合

依存関係の順序, 154
ウィークバージョン定義への, 273
共有オブジェクト依存関係への, 151
共有オブジェクトの依存関係への, 265
遅延, 113, 131, 144
直接, 207
バージョン定義への, 265

検索パス
実行時リンカー, 35, 104

$CAPABILITY トークン, 279
$HWCAP トークン 参照 $CAPABILITY
$ISALIST トークン, 281
$ORIGIN トークン, 284
$OSNAME トークン, 283
$OSREL トークン, 283
$PLATFORM トークン, 283

リンク編集, 34
更新内容と新機能, 493
コンパイラオプション

-K PIC, 199
-xF, 370
-xpg, 213
-xregs=no%appl, 169

コンパイラドライバ, 25
コンパイラのオプション

-K pic, 169, 196
-xF, 201

コンパイル環境, 17, 20, 32, 149
参照 リンク編集とリンカー

さ
再配置, 108, 206, 211, 381

コピー, 82, 208
実行時リンカー

シンボル検索, 113, 131, 144
シンボルの検索, 109

シンボル, 108, 207
即時, 112
遅延, 112

ディスプレイスメント, 82
非シンボル, 108, 207

再配置可能オブジェクト, 18
サポートインタフェース

実行時リンカー (rtld- 監査), 289
実行時リンカー (rtld-監査) , 297
実行時リンカー ( rtld-デバッガ), 289
実行時リンカー (rtld-デバッガ), 313
リンカー (ld-サポート), 289

実行可能ファイルおよびリンク形式 参照 ELF
実行可能ファイルの作成, 44
実行時環境, 20, 32, 149
実行時リンカー, 19, 103, 431

共有オブジェクトの処理, 104
検索パス, 35, 104
更新内容と新機能, 493
再配置処理, 108
初期設定および終了ルーチン, 120
セキュリティー, 126
遅延結合, 113, 131, 144
直接結合, 207
追加オブジェクトの読み込み, 115
名前空間, 298
バージョン定義の検査, 267
プログラミングインタフェース, 128

参照 dladdr(3C)、 dlclose(3C)、 dldump(3C)、
dlerror(3C)、 dlinfo(3C)、 dlopen(3C)、
dlsym(3C)

リンクマップ, 298
実行時リンカーサポートインタフェース (rtld-監査)

la_activity(), 303
la_amd64_pltenter(), 307
la_callentry(), 306
la_callinit(), 306
la_i86_pltenter(), 307
la_objclose(), 308
la_objfilter(), 305
la_objopen(), 303
la_objseach(), 304
la_pltexit(), 308
la_preinit(), 305
la_sparcv8_pltenter(), 307
la_sparcv9_pltenter(), 307
la_symbind32(), 306
la_symbind64(), 306
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la_version(), 302
実行時リンカーサポートインタフェース (rtld-デバッガ)

ps_global_sym(), 325
ps_pglobal_sym(), 326, 326
ps_plog(), 326
ps_pread(), 325
ps_pwrite(), 325
rd_delete(), 317
rd_errstr(), 317
rd_event_addr(), 321
rd_event_enable(), 321
rd_event_getmsg(), 322
rd_init(), 316
rd_loadobj_iter(), 319
rd_log(), 317
rd_new(), 316
rd_objpad_enable(), 324
rd_plt_resolution(), 322
rd_reset(), 317

実行時リンカーのサポートインタフェース (rtld-監査),
289, 297

cookie, 301
実行時リンカーのサポートインタフェース (rtld-デバッガ),
289, 313
実行時リンク, 19
「実行パス」, 153
実行パス, 36, 105, 130

セキュリティー, 127
出力ファイルイメージの生成, 58
初期設定および終了, 25, 120
初期設定と終了, 37
シンボル

COMMON, 41, 342
LCOMMON, 342
アーカイブの抽出, 29
一時的, 41

COMMON, 342
LCOMMON, 342
再配列, 51
出力ファイル内の順序付け, 47

ウィーク, 47, 398, 398
可視性, 397, 400

global, 110
local, 110

singleton, 110, 111, 132
直接結合への singleton の影響, 188, 190

局所, 398
公開インタフェース, 257
削除, 57
参照, 29
実行時検索, 131, 142

遅延, 113, 131, 144
自動削除, 57
自動縮小, 260
順序付け, 342
スコープ, 136
絶対, 342, 342
大域, 257, 398
タイプ, 399
多重定義, 31, 42, 370
定義, 29
定義シンボル, 41
適用範囲, 131
非公開インタフェース, 257
未定義, 29, 41, 44, 341
レジスタ, 390, 408

シンボル解決
検索範囲

group, 109
world, 109

出力ファイルイメージの生成, 58
多重定義, 31
割り込み, 111

シンボルの解決, 40
単純, 42
致命的, 44
複雑, 42

シンボルの可視性, 40
シンボルの処理, 39
シンボル予約名, 59

_DYNAMIC, 59
_edata, 59
_end, 59
_END_, 59
_etext, 59
_fini, 37
_GLOBAL_OFFSET_TABLE_, 59, 199, 450
_init, 37
_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_, 59
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_start, 59
_START_, 59
main, 59

スレッド固有ストレージ, 461
アクセスモデル, 468
実行時領域の割り当て, 464
セクションの定義, 462

セキュリティー, 126, 287
セクション, 23, 23, 193

参照 「セクションフラグ」、「セクション名」、「セクショ
ン番号」、および「セクションタイプ」

セクションタイプ
SHT_DYNAMIC, 347, 431
SHT_DYNSTR, 347
SHT_DYNSYM, 346
SHT_FINI_ARRAY, 348
SHT_GROUP, 348, 354, 371, 371
SHT_HASH, 347, 376, 431
SHT_HIOS, 348
SHT_HIPROC, 350
SHT_HISUNW, 348
SHT_HIUSER, 351
SHT_INIT_ARRAY, 348
SHT_LOOS, 348
SHT_LOPROC, 350
SHT_LOSUNW, 348
SHT_LOUSER, 351
SHT_NOBITS, 347

.bss, 363

.lbss, 365

.SUNW_bss, 366

.tbss, 366
p_memsz 計算, 424
sh_offset, 344
sh_size, 344

SHT_NOTE, 347, 379
SHT_NULL, 346
SHT_PREINIT_ARRAY, 348
SHT_PROGBITS, 346, 431
SHT_REL, 347
SHT_RELA, 347
SHT_SHLIB, 347
SHT_SPARC_GOTDATA, 350, 351
SHT_STRTAB, 347

SHT_SUNW_ANNOTATE, 95, 95, 350
SHT_SUNW_cap, 349
SHT_SUNW_COMDAT, 295, 350, 370
SHT_SUNW_DEBUG, 350
SHT_SUNW_DEBUGSTR, 350
SHT_SUNW_dof, 349
SHT_SUNW_LDYNSYM, 346, 349
SHT_SUNW_move, 350, 377
SHT_SUNW_SIGNATURE, 350
SHT_SUNW_syminfo, 350
SHT_SUNW_symsort, 349
SHT_SUNW_tlssort, 349
SHT_SUNW_verdef, 350, 410, 416
SHT_SUNW_verneed, 350, 411, 413
SHT_SUNW_versym, 350, 411, 412, 415
SHT_SYMTAB, 346, 400
SHT_SYMTAB_SHNDX, 348

セクション番号
SHN_ABS, 342, 400, 403
SHN_AFTER, 342, 354, 356
SHN_AMD64_LCOMMON, 342, 403
SHN_BEFORE, 342, 354, 356
SHN_COMMON, 342, 398, 403, 403
SHN_HIOS, 341, 342
SHN_HIPROC, 341
SHN_HIRESERVE, 342
SHN_LOOS, 341, 342
SHN_LOPROC, 341
SHN_LORESERVE, 341
SHN_SUNW_IGNORE, 342
SHN_UNDEF, 341, 403
SHN_XINDEX, 342

セクションフラグ
SHF_ALLOC, 353, 366
SHF_COMPRESSED, 94, 354, 359
SHF_EXCLUDE, 295, 356
SHF_EXECINSTR, 353
SHF_GROUP, 354, 371
SHF_INFO_LINK, 353
SHF_LINK_ORDER, 342, 354
SHF_MASKOS, 355
SHF_MASKPROC, 355
SHF_MERGE, 353, 358
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SHF_ORDERED, 356
SHF_OS_NONCONFORMING, 354
SHF_STRINGS, 353, 358
SHF_TLS, 354, 463
SHF_WRITE, 353

セクション名
.bss, 23, 208
.data, 23, 204
.debug, 94
.dynamic, 59, 103, 212
.dynstr, 58
.dynsym, 58
.fini, 37, 121
.fini_array, 37, 121
.got, 59, 108
.init, 37, 120
.init_array, 37, 120
.interp, 103
.picdata, 204
.plt, 59, 112, 212
.preinit_array, 37, 120
.rela.text, 23
.rodata, 204
.strtab, 23, 58
.SUNW_reloc, 208
.SUNW_version, 411
.symtab, 23, 56, 58
.tbss, 463
.tdata, 463
.tdata1, 463
.text, 23
.zdebug, 94

セグメント, 23, 193
テキスト, 194, 196
データ, 194, 196

た
大域オフセットテーブル

位置独立のコード, 197
大域シンボル, 257, 398
多重定義されたシンボル, 31, 42, 370
多重定義されたデータ, 370
遅延結合, 113, 131, 144, 297

直接結合
singleton シンボル, 188, 190
性能, 207
変換, 175
割り込み, 183

データ表現, 331
デバッグ支援

実行時リンク, 142
リンク編集, 99

デモンストレーション
prefcnt, 311
sotruss, 311
symbindrep, 311
whocalls, 311

動的実行可能ファイル, 18
動的情報タグ

NEEDED, 105, 151
RUNPATH, 106
SONAME, 151
SYMBOLIC, 212
TEXTREL, 198

動的リンク, 20
実装, 427

動的リンク処理
実装, 381

な
名前空間, 298
入力ファイルの処理, 28

は
バージョン管理, 257

イメージ内での定義の生成, 55, 259
概要, 257
基本バージョン定義, 260
公開インタフェースの定義, 55, 259
実行時検査, 267
実行時の検証, 268
正規化, 266
定義, 259, 259, 265
定義への結合, 265, 269
ファイル名, 259

パッケージ
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pkg:/developer/linker, 312
pkg:/solaris/source/demo/system, 311, 315,
329

パフォーマンス
位置独立のコード 参照 位置依存のコード
基本システム, 195
共有可能性の最大化, 203
再配置, 206, 212
参照の近傍性の改善, 206, 212
自動変数の使用, 205
データセグメントの最小化, 204
バッファーの動的割り当て, 205
複数の定義の短縮, 205

標準フィルタ, 155, 156
フィルタ, 155

機能ファミリ, 279
システム固有, 283
標準, 155, 156
「フィルティー」検索の縮小, 281, 283
補助, 156, 159
命令セット固有, 281

「フィルティー」, 155
プログラムインタプリタ, 103, 430

参照 実行時リンカー
プロシージャーのリンクテーブル, 365

_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_, 59
位置独立のコード, 197
再配置, 384, 450

x64, 393, 459
x86, 391, 457
64 ビット SPARC, 453
SPARC, 386, 450

遅延参照, 112
動的参照, 436, 436, 437, 438

プロシージャーリンクテーブル, 431
ページング, 424, 427
ベースアドレス, 421, 422
補助フィルタ, 156, 159

ま
未定義シンボル, 44
命名規約

アーカイブ, 31
共有オブジェクト, 31, 150

ライブラリ, 31

ら
ライブラリ

アーカイブ, 31
共有, 381, 427
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