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Js-Walker: JavaScript API hooking を用いた
解析妨害 JavaScript コードのアナリスト向け解析フレームワーク
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概要： 組織において Drive-by Download 攻撃によるマルウェア感染のインシデントが発生した場合，攻撃に使用さ
れた JavaScript を解析することがある．攻撃に使用されたスクリプトからリダイレクト先の URL を特定し，プロキ
シサーバー等のログと照合して影響範囲を特定するが，スクリプトには難読化が施されており，さらにブラウザの
User-Agent，インストールされた Plugin などの環境情報を使用して特定環境でのみコードが実行される場合がある．
こうした解析妨害 JavaScript に対して従来手法では特定の条件でのみ発動する転送先 URL の抽出やその条件の特
定を行う上で手動での解析が必要であった．
本研究では，JavaScript API hooking により実行環境を偽装して動的解析することで，難読化を解除したコードと
特定の条件でのみ発動するリダイレクト先の URL を抽出する手法を提案する．評価を行った結果，複数の Exploit Kit
検体の解析において既存手法を上回る URL を自動で抽出できることを示すことができた．また，提案手法を用いて
端末の変更を伴わずに解析環境を偽装し，JavaScript の実行結果を変化させられることを示した．
キーワード： JavaScript，Drive-by Download，インシデントレスポンス

Js-Walker - Analyzing Anti-analysis JavaScript framework for
analysts with JavaScript API hooking
Ryuhei Shibata†1

Hiroki Hada†1
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Abstract: Anti-analysis JavaScript codes are often used in recent Exploit Kits that are used for drive-by
download attack. Incident response team analyze these JavaScript codes and extract URLs when drive-by
download incident occurs in the organization, then compare to surrounding trails for instance proxy logs, and
finally judge the impact for the client. However, these JavaScript codes are well-obfuscated, and change
behaviors regarding to user environment．In general，to extract property URLs or deobfuscated codes from these
JavaScript code, it is required to understand conditions and to analysis in the same environment with infected
client.
In this paper, we propose analysis technic with environment disguising using JavaScript API hooking，and
easily extract URLs and. deobfuscated codes appears in specific environment.
The evaluation result shows proposed approach help analysts gain more URLs from anti-analysis JavaScript
than existing approach, and proposed approach could change JavaScript code behavior by environment
disguising technic.
Keywords: JavaScript，Drive-by Download，Incident Response

る場合がある．このようなスクリプトの解析では，スクリ

1. はじめに

プトを実行せずに解析者が解読する静的解析と，スクリプ

1.1 Drive-by Download におけるインシデント対応

トを実行して挙動を観察する動的解析の 2 つのアプローチ

2015 年に Microsft が検出した脆弱性を用いた攻撃のう

が存在する．静的解析では詳細な挙動が把握できるが解析

ち，最も数を占めていたのが Exploit Kit による Drive-by

に時間を要する．難読化が施されている場合は解析にかか

Download である[1]．組織において Drive-by Download

る時間はさらに増大する．一方，動的解析では大まかな挙

攻撃によるマルウェア感染のインシデントが発生した場合，

動が把握できるものの，対象のスクリプトに実行環境によ

攻撃に使用された JavaScript を解析することがある．攻

り挙動を変える機能が含まれている場合，解析環境での挙

撃に使用されたスクリプトからリダイレクト先の URL を

動が被疑端末での挙動と異なる場合がある．そのため，必

特定し，プロキシサーバー等のログと照合して影響範囲を

要に応じて静的解析と動的解析を組み合わせて解析を行う．

特定するが，スクリプトには難読化が施されており，さら
にブラウザの User-Agent，インストールされた Plugin な

1.2 解析妨害 JavaScript

どの環境情報を使用して特定環境でのみコードが実行され

2015 年に猛威を振るった Angler，RIG，Nuclear に代
表 さ れ る Exploit Kit に お い て は ， 解 析 妨 害 を 施 し た

†1 NTT セキュリティ・ジャパン株式会社
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JavaScript が用いられるケースが多い[2]．また，改ざんペ
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ージから Exploit Kit への転送に用いられる転送スクリプ
トにも解析妨害 JavaScript が埋め込まれるケースが確認
されている[3]．こうした JavaScript では難読化，フィン
ガープリンティング，クローキングという手法でアナリス
トによる解析やセキュリティ製品による検査から自身のコ
図 2

ードの保護を行っている[4]．

Angler Exploit Kit の Internet Explorer 検出ロジ
ック

(1) 難読化
JavaScript の文字列としてコードを含める，もしくは

(3) クローキング

DOM の中にコードをエンコードして格納することで，実

インシデント対応における Exploit Kit の調査では被疑

際に実行されるコードを秘匿する．こうしたコードは図 1

URL に対して後からアクセスすることがあるが，これに対

に示すように，DOM から要素を抽出して，Base64 や

抗するため，アクセス毎に返答コンテンツを変化させたり，

Unicode の エ ン コ ー ド 方 式 で 文 字 列 に 変 換 し た 後 ，

コンテンツを一度しか返答しなかったりという処理が行わ

JavaScript コンテキストで該当文字列を評価することで

れている．こうした動作はクローキングと呼ばれる．クロ

実行される．この評価は，eval や Function などを用いて

ーキングが施されたサイトを Web クローラ等で解析して

直接コードを実行する方法と，appendChild などを用いて

も，うまく攻撃が再現できない場合があり，インシデント

script タグを DOM 中に埋め込むことで間接的にコードを

が発生した際に取得したパケットキャプチャ等を用いた解

埋め込む方法の二通りが存在する． 近年の Exploit Kit に

析が求められる．

おいては，内部で実行された JavaScript コードがさらに
難読化されており，これらの処理を複数回行うことで最終

1.3 本研究における目的
本研究では，JavaScript API hooking を利用して実行環

的なコードが実行されるケースもある．

境を偽装することで，解析妨害が施された JavaScript か
DOM内に
文字列を格納

ら難読化を解除した後のコードを抽出し，特定の条件での

(例)
<p id="target">
616c6572742829</p>

み発動する転送先 URL の抽出やその条件の特定を行う手
法を提案する． インシデント対応で影響範囲を特定する

DOM内の要素
616c6572742829
を抽出
文字列を加工

実行可能スク
リプトを生成
eval 等による
直接実行

スクリプトの
実行

Exploit Kit の解析者が利用することを想定し，市販の PC
で支障なく解析できることを想定する．
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¥x74¥x28¥x29

2. 関連研究

alert()

2.1 JavaScript コードの解析に用いられるツール

appendChild 等による
間接実行

DOM要素の
生成

こうした解析妨害 JavaScript の解析に利用される既存

<script>alert()
</script>

のツールとしては Jsunpack-n[5]，Revelo[6]といったツー
ルが知られている．

DOMの挿入

Jsunpack-n は全自動でファイルに含まれる難読化解除
後の JavaScript コードを出力するツールであり，PDF，

スクリプトの
実行

図 1

HTML，SWF のような入力に対応している．Mozilla によ
る JavaScript エンジンである SpiderMonkey[7]上でのコ

難読化 JavaScript コード実行の流れ

ードの実行結果を元に Yara[8]を用いた検査を行う．Yara
は対象ファイルやメモリ中から特定の文字列やバイト列を

(2) フィンガープリンティング
JavaScript コード中で User-Agent やインストールされ

スキャンし，マッチング結果を出力するマルウェア解析用

た plugin 等のオブジェクトを参照することでユーザが利

のツールであり，検査の結果内部で実行された JavaScript

用しているブラウザの環境を特定し，これに応じたコード

やシェルコードを自動で出力することができる．
Revelo はデバッガ相当の機能を持った JavaScript の解

を実行することがある．Angler Exploit Kit に用いられた
JavaScript の難読化を解除した後のコードを図 2 に示す．

析ツールであり，コード実行によって埋め込まれる DOM

ここでは，navigator.userAgent を用いて User-Agent を

の出力や特定の関数呼び出しの傍受などの特徴を持ってい

参照し，Internet Explorer を検出することで条件分岐を行

る．ただし，多重難読化が施された JavaScript において

っている．

は手動での解析が要求される．
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インシデント対応においてアナリストはこれらのツール

境パターンの解析用マシンを事前に準備するという手法も

を用いて URL や難読化解除後のソースコードを抽出でき

考えられるが，多くの組織では想定される全てのクライア

る場合がある．ただし，解析妨害 JavaScript にフィンガ

ント環境を網羅的に再現することは現実的ではない．

ープリンティングによる条件分岐が含まれている場合は，

また，2.2 節で示した Pellegrino らの手法については一

被害を受けた端末と同一の環境を再現するか，Internet

般的な Web アプリケーションに対し，脆弱性スキャンを実

Explorer や Google Chrome 等ブラウザの開発者ツール等

施する際の URL 抽出を目的とした手法であり，一般的な

を利用したデバッグで詳細な解析を行う必要がある．

Web アプリケーションで発生するリダイレクトに関して
は有効に動作するものの，Exploit Kit における転送では
DOM に動的に iframe タグや script タグ，object タグを埋

2.2 先行研究
Pellegrino ら[9]は JavaScript の API hooking を用いて

め込むことで別のコンテンツを読み込む場合が多く，外部

転送先 URL を取得する手法を提案している．JavaScript

へのリダイレクトを抽出する場合は該当タグの埋め込みに

ではあらかじめ定義されている関数を再定義して処理を置

ついても考慮する必要がある．また，環境情報による条件

き換えることができる．例えば図 3 のコードでは

分岐やクローキングも想定していないため，Exploit Kit

document.write 関数が独自の関数に置き換えられた結果，

に適用しても適切に URL を抽出することができない．

ドキュメントボディに hello という文字列が表示される前
にアラートが表示される．これは動的言語としての ECMA
Script の仕様であり，多くのブラウザで同様の置き換えが
可能になっている[10]．API hooking を用いた手法の利点

3. 提案手法
3.1 提案手法の要件

として JavaScript のエミュレーションのための大規模な

本研究では，解析妨害 JavaScript を含むページの HTML

コードを書く必要がなく，機能追加が非常に容易である点

を入力して API hooking を用いた動的解析を行う手法を提

が挙げられる．

案する．実際のインシデント発生時に解析妨害 JavaScript
を解析する場合，下記のような機能が求められる．

_write = document.write;

l 難読化の検出と解除

function f(arg){

l フィンガープリンティングの検出と条件の特定

alert(arg);

l Web アクセスを伴わない解析

_write(arg);

l 簡易な実行環境の変更

}

l リダイレクト先 URL 一覧の抽出

document.write = f;
document.write(“hello”);

図 3

3.2 提案手法
提案手法の全体図を図 4 に示す．

関数再定義による置き換え

Pellegrino らの手法ではユーザによる操作で発生する
Ajax 通信の際の URL 取得のため，XMLHttpRequest オ
ブ ジ ェ ク ト の

open/send

メ ソ ッ ド お よ び

HTMLElement.prototype のイベントハンドラ登録関数の
フックを利用している．
2.3 既存手法の課題
2.1 節で示したツールでは，難読化とフィンガープリン
図 4

ティングの両方が施された解析妨害 JavaScript に対して，

提案手法のシステム全体図

実行環境が攻撃者の意図した条件に当てはまらないと目的
のコードが実行されず，正しい転送先 URL を取得できな

解析者は解析対象の HTML をブラウザ上で動作する

いという課題があった．特定条件下でのみ転送が発生する

GUI か ら 入 力 す る ． ま た ， 必 要 に 応 じ て 解 析 時 の

URL や難読化解除後コードを抽出するためには，被疑端末

User-Agent，appVersion などを入力する．入力を終えた

と同様の環境を再現してコードを実行する必要があるが，

ら GUI 上のボタンを押下することで，提案システムが入力

インシデントの度にユーザにヒアリングを行い，同等の実

された HTML をパースし，HTML 中の JavaScript を実行

行環境を用意して解析するのは困難である．想定される環

する．このときあらかじめ，コード実行，フィンガープリ

－ 953 －

ンティング，リダイレクトに用いられる API（関数）をフ
ックしておき，フック関数ないでこれらの挙動を時系列ロ

上記のうち，直接実行型の API については引数の文字列

ガーに渡して非同期で GUI に出力することで難読化解除

を人間が読みやすいようにインデント付けなどの整形を行

後のコード，フィンガープリンティング条件，リダイレク

ったのち，時系列ロガーに渡す．間接実行型の API につい

ト先 URL を結果として得ることができる．

ては，引数となる DOM 要素が script タグであるかどうか
判別し，script タグ内にコードが含まれている場合のみ整

(1) 難読化解除後のコード

形して時系列ロガーに渡す．いずれの API でも，ログ出力

1.2 節(1)で示した直接，もしくは間接的に JavaScript

した後にコードを実行し，解析を継続する．

コンテキスト評価するための関数（コ—ド実行 API と呼ぶ）
をフックすることで実行されるコードを抽出し，整形して

3.4 フィンガープリンティングの検出/環境偽装

ログに出力する．抽出した JavaScript コードはさらに動

Exploit Kit においてはブラウザの User-Agent やインス

的実行し，解析を継続する．詳細は 3.3 節にて示す．

トールされた plugin などの環境情報を調査するケースが

(2) フィンガープリンティング

多く，これらは navigator オブジェクトのプロパティによ

navigator.userAgent 等の環境情報が格納されているプ

りアクセスできる．navigator オブジェクトのプロパティ

ロパティの参照（フィンガープリンティング API と呼ぶ）

は getter/setter メソッドを通じてアクセスできるため，図

をフックし，解析対象 JavaScript コードによる環境情報

5 に示すように独自の getter/setter メソッドを持ったオブ

を利用した条件分岐を補足する．加えて，API からの返答

ジェクトを Object.defineProperty 関数を用いて再定義す

をあらかじめ設定していた値に変更することで解析対象の

ることでフックを行う．ただし，当該手法は Safari では有

JavaScript コードの見せかけの実行環境を偽装する．詳細

効に機能しない．

については 3.4 節にて示す．

本研究における実装では，以下のフィンガープリンティ

(3) リダイレクト先 URL

ング API を抽出し，フックを行った．

Ajax に用いられる関数（外部通信 API），および DOM
の埋め込みに用いられる関数（DOM 埋め込み API）をフ

l navigator.userAgent

ックすることで別 URL への推移を抽出する．詳細は 3.5

l navigator.appName

節にて示す．

l navigator.appVersion

API フックを用いることで既存の JavaScript 実行エン

l navigator.plugins

ジンが利用できるため，JavaScript のエミュレーションの

l document.referrer

ための大規模なコードを書く必要がない．また，実行する
ためのブラウザ環境を柔軟に変更できるという利点がある．

var dummyUserAgent = “Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1;
Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko”;

3.3 難読化解除後コードの抽出
コード実行 API のフックを行うことで難読化解除後コ

Object.defineProperty(navigator， "userAgent"， {
set: undefined,

ードを抽出する．コード実行 API には eval 関数，Function

get: function(){

などの直接実行型と script タグの埋め込みによる間接実行

logger.log("UserAgent read attempt");

型が存在する．

return dummyUserAgent;

以下は抽出を行った API の一覧である．
表 1

}
});

コード実行 API の一覧

種別

図 5

関数

フィンガープリンティング挙動の検出と環境偽装

eval
直接実行

setInterval

3.5 リダイレクト先 URL の抽出

setTimeout
直接実行（関数定義のみ）

間接実行

リダイレクト先 URL を抽出するために，外部通信 API

Function
Function.prototype.constructor

と DOM 埋め込み API のフックを行う．外部通信 API と

Element.prototype.appendChild

して XMLHttpRequest.prototype の open 関数，send 関

Element.prototype.insertBefore

数をフックして JavaScript からの Ajax 通信を補足する．

Element.prototype.replaceChild
document.write
document.writeln

加えて，外部リソースを読み込む(1)object タグ，(2)iframe
タグ，(3)applet タグ，(4)embed タグ，(5)script タグ，(6)img
タグの埋め込みによって発生するリダイレクトを抽出する

－ 954 －

ため，以下の DOM 埋め込み API をフックし，上記のタグ
の埋め込みがあった場合に読込先リソースの URL を抽出

表 2

MD5 Hash

種別

検知日

1

424f15690ee0ee71e
1514f0d598dfabf

Nuclear Exploit
Kit

2015-11-15

2

0a6cf30ee3f242a86
996b9239a1c70a4

転送スクリプト

2015-11-15

3

615a62674200532d
135db7bca333ee8d

Nuclear Exploit
Kit

2016-02-15

l *HTMLElemnt.prototype.innerHTML.set

4

Rig Exploit Kit

2016-02-23

l *HTMLElemnt.prototype.outerHTML.set

4254d83a5cbdbda2
d0e5077caeafce2d

5

3a87cdbff1e36fc59c
220a5ac1119740

Angler Exploit
Kit

2016-03-04

6

9579587cc7325156
03aa37e8edb2646c

転送スクリプト

2016-05-18

7

8c175748ee2db0ac
e075e6a088cce7af

Angler Exploit
Kit

2016-05-18

8

e3a5f83a22d56dc1
52ef75984804692f

Rig Exploit Kit

2016-06-26

9

c0103370f0d85d2b
b6ff1a1c1fc269fa

Magnitude
Exploit Kit

2016-08-03

する．
l Element.prototype.appendChild
l Element.prototype.insertBefore
l Element.prototype.replaceChild

l document.write
l document.writeln
上記のうち appendChild，insertBefore，replaceChild，
document.write，document.writeln についてはコード実
行関数のうち間接実行を行う API と重複するため，script
タグが埋め込まれた場合は src 属性を確認し，src 属性が存
在する場合はリダイクト，src 属性が存在せず，タグ内に
文字列が含まれている場合はコードの実行だと判別する．
DOM の埋め込みに使用される Element.prototype の
innerHTML/outerHTML については navigator オブジェ
クトのプロパティと同様に getter/setter メソッドを通じて
アクセスされるようになっている．ただし，これらの
getter/setter に つ い て は Internet Explorer や Google
Chrome といった主要ブラウザで置き換えが制限されてい
る

評価に用いた解析妨害 JavaScript の一覧

項
番

た

め

，

BodyHTMLElement.prototype

や

比較手法については上記検体の HTML を入力に，複数
の環境条件を指定した提案手法と Revelo を用いて解析を
行う．また，提案手法の環境偽装機能の有効性を評価する
ため，提案手法では User-Agent や appVersion の値を変更
して，InternetExplorer 7 環境と Internet Explorer 11 環
境，Google Chrome での環境に偽装することで抽出 URL
数を比較する．それぞれの環境での各プロパティの設定値
を表 3 に示す．

DivHTMLElement.prototype などプロトタイプチェーン
の上流のオブジェクトに対し，Object.defineProperty を用
いてプロパティを定義することでフックを実現する．
上記の他に location オブジェクトを用いたリダイレクト

表 3
環境

AppVersion

Mozilla/4.0
(compatible; MSIE
7.0; Windows NT
6.1; Trident/7.0;
SLCC2; .NET CLR
2.0.50727; .NET
CLR
3.5.30729; .NET
CLR 3.0.30729;
Media Center PC
6.0; .NET 4.0C

Microsoft
Internet
Explorer

4.0 (compatible;
MSIE 7.0; Windows
NT 6.1; Trident/7.0;
SLCC2; .NET CLR
2.0.50727; .NET
CLR
3.5.30729; .NET
CLR 3.0.30729;
Media Center PC
6.0; .NET 4.0C

IE11

Mozilla/5.0
(Windows NT 6.1;
Trident/7.0;
SLCC2; .NET CLR
2.0.50727; .NET
CLR
3.5.30729; .NET
CLR 3.0.30729;
Media Center PC
6.0; .NET 4.0C;
rv:11.0) like Gecko

Netscape

5.0 (Windows NT
6.1; Trident/7.0;
SLCC2; .NET CLR
2.0.50727; .NET
CLR
3.5.30729; .NET
CLR 3.0.30729;
Media Center PC
6.0; .NET 4.0C;
rv:11.0) like Gecko

Chro
me

Mozilla/5.0
(Windows NT 6.1)
AppleWebKit/537.3
6(KHTML，like
Gecko)
Chrome/52.0.2743.1
16 Safari/537.36

Netscape

5.0 (Windows NT
6.1)
AppleWebKit/537.3
6(KHTML，like
Gecko)
Chrome/52.0.2743.1
16 Safari/537.36

が存在するが，プロパティの再定義によるフックができな
動遷移を防止することで解析中に別ページにリダイレクト
されることを防ぐ．なお，location オブジェクトを利用し
た遷移先を知りたい場合は onunload イベント後に意図的
に遷移されることで URL が抽出できる．

4.1 評価手法
本章では，公開情報[11]から取得した JavaScript が使用
された Exploit Kit，および転送スクリプトに対して提案手
法と Revelo を利用して URL を抽出して評価する．Exploit
Kit および転送スクリプトの詳細については表 2 に示す通
りである．

AppName

IE7

いため，onunload イベントを定義し，外部ページへの自

4. 提案手法の評価

評価に用いる環境設定

UserAgent

－ 955 －

等の環境関数と cookie を参照した上で iframe を埋め込む
評価用の端末については OS X（2.7GHz Intel Core i5 /

挙動を持っていた．前述の script タグの埋め込みを用いた

16GB 1867MHz DDR3）の仮想マシン(1 Core / 2GB)を用

多段難読化が無かったため，既存手法でもうまく解析がで

いた．解析に用いたのアプリケーションのバージョンにつ

きたものと推測される．

いては表 4 に示した通りである．

項番 9 については location オブジェクトを利用したリ
ダイレクトであり，提案手法ではうまく URL が抽出でき

表 4

評価に用いた OS とアプリケーション

ていない．既存手法はローカルホスト上のプロキシを経由

手法

アプリケーション

して通信させることで location オブジェクト経由のリダイ

提案手法 IE7

Internet Explorer 11.0.9600

レクトを補足できているものと考えられる．一方で提案手

提案手法 IE11

Internet Explorer 11.0.9600

提案手法 Chrome

Google Chrome 52.0.2743

Revelo

Revelo v0.6

法では onunload イベント発生時に警告を出すようにして
いるため，リダイレクトの発生には気付くことができるが，
URL の網羅性という面で改善の余地がある．
とはいえ，複数の Exploit Kit 検体において既存手法を

4.2 結果
表 2 の検体の解析から各手法で得られた URL 数を表 5

上回る数の URL を抽出できており，かつ環境の偽装を行

に示す．網掛け部が該当の検体から最も多く URL を抽出

う事で比較的簡単に検体の挙動を変化させることに成功し

できた手法である．表中では手動解析で得られた URL 数

ていることから，提案手法は既存の手法を補完することが

と比較し，URL を全て取得できたものを○，一部取得でき

できていると言える．また，評価項目としては提示してい

たものを△，抽出できなかったものを×と表記する．

ないが，フィンガープリンティング挙動の抽出と難読化解
除後コードの抽出がされることにより，Exploit Kit 検体が

表 5

どのような条件で挙動を変えるのかを推測することが容易

検体から抽出できた URL 数

になっている．

Revelo

項番

提案手法
IE 7

提案手法
IE 11

提案手法
Chrome

1

○(3/3)

○(3/3)

○(3/3)

×(0/3)

2

×(0/1)

○(1/1)

×(0/1)

○(1/1)

3

○(1/1)

○(1/1)

○(1/1)

×(0/1)

4

○(1/1)

○(1/1)

○(1/1)

×(0/1)

5

○(3/3)

○(3/3)

△(2/3)

×(0/3)

に対し，JavaScript の API フックによる解析手法を提案

6

×(0/1)

○(1/1)

×(0/1)

○(1/1)

した．改善の余地が存在するものの，複数の Exploit Kit

7

○(1/1)

○(1/1)

○(1/1)

×(0/1)

検体の解析において既存手法を上回る URL を自動で抽出

8

○(1/1)

○(1/1)

○(1/1)

×(0/1)

9

できることを示すことができた．また，提案手法で解析環

×(0/1)

×(0/1)

×(0/1)

○(1/1)

5. まとめ
本稿では近年の解析妨害が施された JavaScript コード

境を偽装し，実行結果を変化させられることを示した．

項番 1，3，4，5，7，8 については提案手法が既存手法
より多くの URL を取得できるという結果が得られた．項
番 2，6 については提案手法と既存手法で同数の URL が取
得できた．項番 9 については既存手法でのみ URL を取得
できる例であった．
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