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あらまし 近年，Android 端末の普及に伴い，Android を標的とするマルウェアが増加し，マルウェアへの
対策が重要視されている．特に，マルウェアによる端末外部への個人情報の漏洩が問題となっている．そ
こで，文献 [9] において，TaintDroid を利用し，端末外部への個人情報の漏洩を防止する手法の設計につい
て述べた．本稿では，文献 [9] の手法の実現方式と評価について述べる．本手法は，端末内部の個人情報の
伝搬を追跡し，個人情報が端末外部に漏洩する際に利用者の判断に従って AP の動作を動的に制御するこ
とで，端末外部への個人情報の漏洩を防止する．本手法の Android での実装について述べ，処理のオーバ
ヘッドと追跡精度を評価した結果を報告する．
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Abstract In recent years, Android malware has been increasing, and countermeasures against them
has become an important issue. In particular, leakage of user information by malware has become an
issue. We previously proposed the design of dynamic control method for sending user information using
TaintDroid [9]. This method uses TaintDroid for prevention of leakage of the user information from the
Android device. This paper describes the implementation and evaluation results of the method. This
method tracks the propagation of user information in a device and dynamically controls the action of an
AP when a leak of the user information is detected. Additionally, the method prevents the leakage of the
user information from the device. This paper describes the implementation of the method and reports
the evaluation results of the detection accuracy and overheads.
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はじめに

せるマルウェア，および利用者情報を外部に漏洩す

近年，Android[1] 端末が普及し，Google Play[2]

るマルウェアなどが発見され [3]，被害を及ぼしてい

などのマーケットにおいて多種多様なアプリケーショ

る．特に，利用者情報を外部に漏洩するマルウェア

ンプログラム（Application Program：以降，AP と

による被害が問題となっている [4]，[5]．このため，

略す）が配布され，利用されている．

端末外部に利用者情報を漏洩させるマルウェアへの

しかし，配布されている AP の中には，システ

対策が重要視されており，この問題に対処するため

ムの脆弱性を攻撃して管理者権限を不正に取得する

に，利用者情報の漏洩防止に関する様々な手法が研

マルウェア, ネットワークや SMS（short message

究されている [6]-[12]．しかし，これらの研究には，

service）経由で外部サーバと通信して料金を発生さ

追跡粒度が粗く誤検知が多い，利用者情報の漏洩に
関わった AP の情報を利用者が正確に把握できない，
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利用者情報の取得制限による AP の動作の妨害，お
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よび利用者の判断による AP の動作制御ができない
という問題のいずれかがある．



そこで，文献 [9] では，これらの問題をすべて解
決するため，TaintDroid [10] を用いた細粒度の情報
追跡による利用者情報送信の動的制御手法の設計に





 



  

 

なお，本稿において，利用者情報は Android の

!

  

 


パーミッションを利用して取得できる情報のうち，
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ついて述べた．本稿では，文献 [9] の手法の実現方
式と評価について述べる．



 
&'

端末や利用者に関連する情報のことを指す．
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既存研究の問題点
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文献 [9] で述べたように，利用者情報の漏洩防止
に関する様々な手法が研究されている [6]-[12]．しか
し，これらの研究には，以下に示すいずれかの問題

図 1 TaintDroid を用いた利用者情報送信の動的制
御手法の全体図

が存在する．

（要望 1）と（要望 2）は，利用者情報の漏洩防止

（問題 1）追跡粒度が粗く誤検知が多い

の観点から要件とはならないが，重要な課題である．

（問題 2）利用者情報の漏洩に関わった AP を利用
者は正確に把握不可

3.2

本手法の全体像を図 1 に示す．本手法は，一部に

（問題 3）利用者情報の取得制限による AP の動作
の妨害
（問題 4）利用者の判断による AP の動作制御不可
本稿では，これらの問題点を解決するために設計
した文献 [9] の手法の実現方式と評価について述べる．

設計

3
3.1

本手法の全体像

TaintDroid の機能を利用した以下の 5 つの機能から
なる．
（１） Taint タグ追跡機能（TaintDroid）

AP が利用者情報を取得した際，その取得した利
用者情報の伝搬を追跡する．
（２）伝搬経路把握機能

システムへの要求

本章では，文献 [9] の利用者情報の漏洩防止手法
の設計について説明する．本手法は，AP による利
用者の意図しない利用者情報の漏洩を防止すること
を目的としている．2 章で示した各問題に対処する
ために必要な本手法への要求は以下のようになる．
（要件 1）細粒度で利用者情報の伝搬を追跡できる

AP 間で利用者情報がやり取りされた場合，その
伝搬経路を把握する．
（３）漏洩検知機能

AP がデータを端末外部に送信する動作を検知し，
送信されるデータに利用者情報が含まれているか否
かを判断する．利用者情報が含まれていた場合は，

こと
（要件 2）利用者が利用者情報の漏洩に関わった AP
を正確に把握できること
（要件 3） AP が利用者情報を端末内部で使用する

制御 AP を呼び出す．
（４）制御 AP
利用者情報の端末外部への送信を許可するか否か

限り，AP の動作を妨害しないこと
（要件 4）利用者が AP が端末外部に利用者情報を
送信する処理を動的に制御し，必要に応じて利

端末の利用者に尋ね，利用者の判断結果を取得する．
（５）制御機能

用者情報の漏洩を防止できること
制御 AP において取得した利用者の判断結果に

（要望 1）利用者の負担を少なくすること
（要望 2）利用者の判断を支援すること

従って，AP が利用者情報を端末外部に送信する動
作を制御する．
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している．TaintDroid は，Taint タグを伝搬させる

表 1 Taint タグの定義

ことで AP が利用する利用者情報を追跡する．しか

TAINT CLEAR

0x00000000

TAINT LOCATION

0x00000001

TAINT CONTACTS

0x00000002

TAINT MIC

0x00000004

TAINT PHONE NUMBER

0x00000008

TAINT LOCATION GPS

0x00000010

TAINT LOCATION NET

0x00000020

TAINT LOCATION LAST

0x00000040

TAINT CAMERA

0x00000080

TAINT ACCELEROMETER

0x00000100

情報の送信元，送信先の AP のパッケージ名，やり

TAINT SMS

0x00000200

取りされる値，および Taint タグを取得する．また，

TAINT IMEI

0x00000400

TAINT IMSI

0x00000800

取得した Taint タグからどの種類の利用者情報がや

TAINT ICCID

0x00001000

り取りされた値に含まれているか判断できる．これ

TAINT DEVICE SN

0x00002000

らの取得した情報をログに出力することで記録する．

TAINT ACCOUNT

0x00004000

これにより，ログに出力された情報から利用者情報

TAINT HISTORY

0x00008000

の伝搬経路を把握できる．また，利用者情報が端末

し，TaintDroid は，利用者情報がどの AP を介して
伝搬したかの情報を保持しない．このため，複数の

AP が連携し利用者情報を漏洩させた場合，利用者
情報の漏洩に関わったすべての AP を特定すること
ができない．
本機能では，インテント処理をフックすることで，

AP 間で利用者情報がやり取りされた際に，利用者

外部に送信される際，記録している情報を利用して，

実現方式

4
4.1

利用者情報の漏洩に関わったすべての AP のパッケー

Taint タグ追跡機能（TaintDroid）

ジ名を取得できる．利用者情報の伝搬経路に関わる

Taint タグ追跡機能は，TaintDroid により利用者

情報は，漏洩検知機能が利用者情報の漏洩を検知し

情報の伝搬を細粒度で追跡する機能である．Taint-

た際に，制御 AP に渡され，利用者に提示される．

Droid は，以下に示す変数や配列に Taint タグ（表

4.3

漏洩検知機能

4.1）を付与している．なお，Taint タグは，Taint.h
と Taint.java で定義されている．

し，制御 AP を呼び出す機能であり，Taint タグを

(1) メソッドのローカル変数

利用することで実現している．

本機能は，端末外部への利用者情報の送信を検知

AP による利用者情報の漏洩を防止するためには，

(2) メソッド引数

AP が端末外部に情報を送信する動作を検知する必
要がある．このため，端末外部への情報の送信に関
わる OpenSSLSocket.java と Posix.java 内にフック

(3) クラスの静的フィールド
(4) クラスのインスタンスフィールド

箇所を実装することで，その動作の検知を実現した．

(5) 配列

本機能では，フック箇所において，AP が端末外部

Taint タグの付与は，具体的には，32bit の変数に
隣接して 32bit の TaintTag を付与し，この 2 つの
隣接した値を 1 つの 64bit の値として解釈する．例
えば，SIMRecords.java 内の SIMRecord クラスの

setMsisdnNumber メソッドが呼ばれた際，msisdn
に TAINT PHONE NUMBER という Taint タグが
付加される．
このように，変数や配列に付与された Taint タグ
の伝搬を追跡することで，AP が取得した利用者情
報をを細粒度で追跡できる．

4.2

伝搬経路把握機能

への情報の送信を行う際，送信される値に付加されて
いる Taint タグを取得する．例えば，OpenSSLSocket

.java 内では，端末外部に送信されるデータの書き込
み処理を行うメソッド（write）が実行された際，そ
の引数として渡された値を取得する．また，取得し
た値に付与されている Taint タグを取得する．その
後，取得した Taint タグから送信を要求した情報に
利用者情報が含まれているか否かを識別し，含まれ
ていた場合，利用者情報の漏洩と判断し，取得した

Taint タグから利用者情報の種類を特定する．
また，このとき，利用者情報を端末外部に送信す
る動作を行ってた AP のパッケージ名を取得する．

本機能は，AP 間の利用者情報の伝搬経路を把握

取得したパッケージ名を用いて，伝搬経路把握機能

する機能であり，Taint タグを利用することで実現
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が保持している情報から取得したパッケージ名に該
当する情報を検索する．
該当するパッケージ名が存在しない場合は，利用
者情報を端末外部に送信する動作を行った AP のみ
を利用者情報の漏洩に関わった AP とする．
該当するパッケージ名が存在した場合，伝搬経路
把握機能で保持している AP 間でやり取りされた際
の利用者情報の送信元，送信先の AP のパッケージ
名，やり取りされる値，および Taint タグを取得す
る．これにより，複数の AP が連携し利用者情報を
漏洩させた場合でも利用者情報の漏洩に関わったす
べての AP を特定できる．その後，制御 AP を呼び

図 2 警告画面

出し，本機能と伝搬経路把握機能で保持している情
報を制御 AP に送信する．
制御 AP

4.4
4.4.1

表示する情報

制御 AP は，利用者に警告画面を提示し，利用者
の判断結果を取得する AP である．本 AP では，漏
洩検知機能から送信された情報を利用者に分かりや
すい形式に変更し，警告画面として利用者に提示す
る．警告画面の例を図 2，図 3，および図 4 に示し，
利用者の判断を支援するために利用者に提示する情
報を以下に示す．

(1) 利用者情報を外部に送信する AP 名

図 3 利用者情報の

(2) 利用者情報を取得した AP と利用者情報を外部
に送信する AP が別の場合（複数の AP が連携
している場合），すべての AP 名

危険性の説明

図 4 処理内容の詳細

ため，本手法では，利用者の判断を支援する情報と
して AP 名と送信される利用者情報を提示する．ま

(3) AP が送信する利用者情報の種類（電話番号な
ど）

た，提示する情報量が多い場合，利用者が判断しづ

(4) AP が取得した利用者情報の危険性の説明

に 1 画面のみで警告の内容と処理選択ができるよう

らくなる．このため，表示する警告画面は図 2 の様
にした．

(5) AP に対する警告画面の表示の有無の選択項目

さらに，利用者情報が端末外部に漏洩した場合の
危険性を確認できることが利用者の判断を支援する

(6) AP に対する処理内容の選択項目

うえで重要である．このため，図 2 の「危険性の説

(7) AP に対する処理内容の詳細

明」ボタンから，図 3 のように AP が取得した利用
者情報が漏洩することによる危険性を確認できるよ

(8) 送信先の提示（IP アドレス）

うにする．なお，利用者情報が漏洩することによる

(9) 漏洩時の日時

危険性は，これらの情報を利用者が必要だと判断し

利用者の判断を支援する情報について，既存研究
では，利用者に提供する情報としてパッケージ名や

UID を提示する場合が多い．しかし，これらの情
報では利用者は，AP が利用者情報を端末外部に送
信する動作を許可するか否かの判断が難しい．この

た場合に提供できるように，画面遷移を用いて提供
する．
次に，利用者の負担を減らす工夫について述べる．
本手法では，利用者情報が端末外部に送信されよう
とするたびに利用者に許可を求める．しかし，許可
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を求める頻度が高くなると利用者の負担が増加する．
このため，利用者に許可を求める頻度を抑制する必

AP の処理を制御しない場合（送信を許可）と，AP
を強制的に終了させる制御方法以外に，利用者の意

要がある．本手法では，図 2 のチェックボックスで表

図しない利用者情報の漏洩を防止し，かつ AP を継

示されている項目のように，利用者が AP ごとに警

続して利用できる制御方法が必要である．このため，

告の有無を選択できるようにする．これにより，警

本手法では，以下を 3 つの制御方法を利用者に提供

告画面の表示頻度を抑制し，利用者の負担を減らす．

する．

さらに，利用者情報を漏洩させた AP に対する処

（１）通常動作

理選択において，利用者が処理選択を判断しやすい
ことが重要である．このため，警告画面における AP
に対する処理選択の際，図 2 のラジオボタンで表示
されている項目のように，選択項目を三つに限定し，
簡単な選択で処理内容を決定できるようにする．ま

利用者情報の端末外部への送信を許可する場合に
選択する．利用者情報は，AP の動作により端末外
部に送信される．
（２）ダミーデータの送信

た，AP に対する処理内容の詳細は，図 2 の「詳細」
ボタンから図 4 のように確認できるようにする．な
お，AP に対する処理内容の詳細は，これらの情報
を利用者が必要だと判断した際に提供できるよう，
画面遷移を用いて提供する．

4.4.2

利用者情報の端末外部への送信を許可せず，AP
の動作を継続したい場合に選択する．利用者情報が
端末外部に送信される際，送信される利用者情報の
代わりに，対応するダミーデータを端末外部に送信
する．これにより，AP の動作を終了せず，利用者

処理の流れ

情報の漏洩を防止できる．

制御 AP は，漏洩検知機能から送信された情報の
うち AP のパッケージ名から対応する AP 名を取得

（３）強制終了

する．パッケージ名から対応する AP 名を取得する
処理の流れを以下に示す．

利用者情報の端末外部への送信を許可しない場合
に選択する．強制終了は，AP の動作を強制的に終

(1) 端末にインストールされている AP のパッケー
ジ名とアプリ名を取得・保持

了させ，利用者情報の漏洩を防止する．
なお，ダミーデータは，以下の二つの方法のどち
らかで置換する．一つ目の方法は，null 文字列のデー

(2) 漏洩検知機能から送信された AP のパッケージ
名を取得
(3) (2) で取得したパッケージ名をキーとして (1) で
取得した情報から該当するアプリ名を取得
上記の処理で取得した AP 名と利用者情報の種類
を警告画面に提示し，AP が端末外部へ利用者情報

タに置換するものである．これは，端末外部に送信
される利用者情報が，カメラ，マイク，およびログ
の場合に，使用する．二つ目の方法は，固定の値を
返すものである．これは，端末外部に送信される利
用者情報が，端末の位置情報，電話番号，および，

IMEI（International Mobile Equipment Identifier）
などの場合に使用する．
ただし，ダミーデータを送信することにより，AP

を送信する動作を許可するか否かを利用者に尋ね，
利用者の判断結果を取得する．その後，制御機能に

が正常に動作しない場合がある．例えば，利用者の

取得した判断結果を送信する．

位置情報を取得し，その場所の天気予報を表示する

イコンも取得できる．AP のアイコンを利用するこ

AP が外部にダミーデータを送信したとする．この
とき，AP は，利用者の正確な位置情報を取得でき

とで，利用者により分かりやすい警告画面の提示が

ないため，利用者がいる場所の天気予報を表示でき

可能だと考える．

ない．

なお，AP 名を取得する際に，対応する AP のア

4.5

4.6

制御機能

本手法の実現により，以下の効果が期待できる．

制御機能は，制御 AP で取得した利用者の判断結
果に従って，AP が利用者情報を端末外部に送信す
る動作を制御する機能である．本機能は，漏洩検知
機能の箇所に実装している．AP の処理の制御には，

期待される効果

(1) 誤検知の削減
(2) 利用者情報の漏洩の防止
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表 2 ゲスト OS の評価環境

表 4 実アプリの動作結果

ディストリビューション

Ubuntu 10.04 LTS

インストール不可

8個

カーネル

Linux ubuntu 2.6.32-42-generic

仮想 CPU 数

4

正常に動作しない

17 個

メモリ

4 GB

利用者情報の送信なし (検知なし)

6個

利用者情報の送信あり (検知あり)

69 個

表 3 Android Emulator の評価環境
Android バージョン

Android 4.1

100 個の AP を選択した．本手法を用いることで，

TaintDroid バージョン

TaintDroid 4.1(updated Dec 6, 2012)

選択した 100 個の AP が端末外部に利用者情報を送
信する動作を検知できるか評価した．

(3) 利用者情報の漏洩に関わったすべての AP 名の
取得

表 4 は，選択した 100 個の AP を TaintDroid と
本手法のそれぞれで動作させた結果を示している．
利用者情報の送信を検知した際に送信されてい

(4) AP の動作を妨げない利用者情報の漏洩の防止

た利用者情報は，IMSI（International Mobile Sub-

(5) 利用者の負担の軽減

scriber Identity）と IMEI である．IMSI は，利用者
情報の送信を検知した AP のすべての AP で送信さ

評価

5
5.1

れていた．また，利用者情報を送信するタイミング

評価項目

は，AP の起動時である．なお，IMEI を送信する

評価では，ゲスト OS 上の Android Emulator で
行った．ゲスト OS と Android Emulator の評価環
境を表 2 と表 3 に示す．また，以下に評価の目的と
評価項目を示す．
（評価 1）実アプリを用いた追跡精度の比較

AP は少なく，利用者情報の送信を検知した AP(69
個) の内 9 個である．
IMSI と IMEI 以外の利用者情報の送信に関して，
GPS などのセンサ情報の取得は，エミュレータ上で
AP がセンサ情報を取得できない．このため，GPS な

実際のアプリを用いて，TaintDroid と本手法での

どのセンサ情報に関する利用者情報の送信は検知で

追跡精度を比較し，評価した．また，本手法で利用

きていない．また，AP がセンサ情報を取得できない

者情報が端末外部に送信される際の検知タイミング

ことにより，AP が正常に動作しない場合があった．

と処理を評価した．

本評価において，TaintDroid と本手法を比較した

（評価 2）複数の AP が連携した場合の利用者情報

結果，TaintDroid と本手法の追跡精度は同等である．
これは，本手法が TaintDroid を基礎として使用し

の漏洩防止
複数の AP で連携した利用者情報の漏洩を防止す

ているためである．検知のタイミングについて，本

る実験について述べる．これにより，利用者が利用

手法は，AP が利用者情報を外部に送信するタイミ

者情報の伝搬経路を把握できることを示す．

ングでその動作を検知し，動的に利用者が送信の実

（評価 3） AP の実行から漏洩検知までの処理時間
の測定

行可否を制御できる．また，TaintDroid と本手法の
追跡精度は同等であるが，本手法は，利用者情報を
追跡する際に利用者情報の伝搬に関わった AP 名な

テスト AP を作成し，Android，TaintDroid，お
よび本手法における AP の実行から動作終了までの

どの TaintDroid が保持していない情報を保持して
いる．

処理時間を測定し，比較した．これにより，本手法
の導入により発生するオーバヘッドを示す．

に送信する動作を強制的に終了した場合，その後の

なお，AP 単位の利用者情報の漏洩防止の有効性
は，文献 [9] で報告したため，省略する．

5.2

なお，本手法において，AP が利用者情報を外部
処理は AP 側の実装に依存する．例えば，本評価で
利用者情報の送信を検知した 69 個の AP において，

実アプリを用いた TaintDroid と本手法との
追跡精度の比較

Google Play[2] 内の各カテゴリの無料アプリトッ
プ 20 までの AP を取得し，その中からランダムに

AP が端末外部に利用者情報を送信する動作を強制
的に終了させた場合，60 個の AP で再度利用者情報
の送信を行う動作が実行された．このように，本手
法を用いた場合でも，何度も利用者情報の送信を行
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表 5 処理時間の測定比較 (オーバヘッド)(単位：ms)
測定タイミング

AP 起動から動作終了まで

Android

TaintDroid

本手法

4353.0

4435.2

13225.0

AP 起動から画面表示
情報送信の完了まで

94.3

132.4

128.0

4258.6

4302.8

13097.0

情報の取得
メッセージ送信処理

7.3

8.8

9.5

4248.6

4291.6

13084.8

送信するテキストの設定

44.0

47.2

52.3

コネクト処理

2579.0

2344.4

4983.5

メッセージの送信

1733.0

1845.2

7978.3

56.2

54.8

59.3

その他

できるものである．しかし，AP が利用者情報を端

図 5 複数の AP が連携した場合の警告画面

末外部に送信する際に発生するものであり，許容で
う動作が実行される場合があることが分かった．

5.3

複数の AP が連携した場合の利用者情報の漏

きる範囲のものであると考える．

6

洩防止

関連研究
端末外部に利用者情報を漏洩させるマルウェアへ

2 つの AP が連携した場合の利用者情報の漏洩を
防止する例を示す．1 つ目の AP（ReadContacts）は

の対策が重要視されており，この問題に対処するた

IMEI を取得したのち 2 つ目の AP（SendMail）に
取得した情報を送信する．2 つ目の AP は，送信さ

研究されている．AP の解析手法として，DroidScope

れた情報（IMEI）を端末外部に送信する．

めに，AP の解析手法や利用者情報の漏洩防止手法が

[13] や文献 [14] の手法が提案されている．DroidScope は，仮想化技術を用いた Android マルウェア

図 5 は，上記の AP を動作させた際の警告画面で

解析手法であり，Java コンポーネントとネイティブ

ある．利用者情報の漏洩に 2 つの AP が関わってい

コンポーネント間での利用者情報の伝搬追跡やいく

ることが分かる．なお，今回は，2 つのアプリが連携

つかの解析ツールを解析者に提供している．また，仮

した場合の例を示したが，2 つ以上のアプリが連携

想マシン上で動作する Android システムの変更が不

した場合も同様に利用者情報の漏洩に関わったすべ

要であるという特徴がある．また，文献 [14] の手法

ての AP の AP 名が，図 5 の警告画面に表示される．

は，TaintDroid を拡張し，利用者情報の対象範囲と

以上のことから，本手法では，複数の AP が連携

追跡範囲を拡張した手法であり，従来の TaintDroid

した場合であっても利用者情報の漏洩に関わった AP

では追跡できなかったデータベースを介した利用者

をすべて把握できており，利用者は利用者情報の漏

情報の送信を検出できる．
本手法では，利用者情報の漏洩防止を目的として

洩に関わった AP を正確に把握できる．

5.4

おり，利用者情報の漏洩を検知するために，動的解

処理時間の測定比較（オーバヘッド）

テスト AP を作成し，Android，TaintDroid，お
よび本手法における AP の起動から動作終了までの
処理時間を測定し比較した．
作成したテスト AP は，実行後，ボタン処理など
の人による操作を行わず，電話番号を取得し，その
後，端末外部に電話番号を送信するものである．
評価結果を表 5 に示す．本手法は，TaintDroid と
比べて AP 起動から動作終了までの処理時間におい
て 9 秒弱処理が遅くなっている．これは，AP が利

析手法である TaintDroid を利用している．このた
め，DroidScope と比べて，利用者情報の伝搬追跡
範囲は狭いが実際の Android 端末上で動作させるこ
とが可能であり，実際の Android 端末の情報が必要
な AP の動作の検出が可能であるという特徴がある．
また，文献 [14] の手法の様に TaintDroid を拡張し
た手法と本手法を併用することで，利用者情報の伝
搬追跡範囲を拡張することが可能である．

7

用者情報を送信する際，その動作を検知し制御して
いるためである．

おわりに
本稿では，文献 [9] の手法の実現方式と評価につ

いて述べた．本手法は，端末内部の個人情報の伝搬

本手法で発生するオーバヘッドは，利用者が体感

を追跡し，個人情報が端末外部に漏洩する際に利用

－ 795 －

者の判断に従って AP の動作を動的に制御する．こ

smartphones, Proc. 9th USENIX Symposium
on Operating Systems Design and Implementation (OSDI) (2010).

れにより，端末外部への個人情報の漏洩を防止でき
ることを示した．また，本手法の Android での実装
について述べ，追跡精度と処理のオーバヘッドを評
価した結果を示した．
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