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概要：近年，インターネットバンキング等のオンラインサービス利用者をターゲットとした，Man-In-TheBrowser（MITB）攻撃による被害が社会問題となっている．MITB 攻撃は，マルウェアによって Web ブ
ラウザの通信内容の盗聴・改ざんを行う攻撃方法であり，攻撃対象サイトのコンテンツを改ざんすること
で，情報盗取や不正送金等が行われる．MITB 攻撃によるコンテンツ改ざんには，改ざんのための不正な
JavaScript が用いられる．コンテンツ改ざんの実態を明らかにするためには，この不正 JavaScript の詳細
な機能を明らかにする必要がある．しかし，難読化やコード量が膨大等の原因で静的解析のみですべてを
明らかにすることは困難である．そこで，動的解析を実施する必要がある．しかし，マルウェア感染環境
下でオンラインサービスへ接続し不正 JavaScript の解析を行うことは，該当オンラインシステムへ何らか
の悪影響を及ぼす等のリスクがある．本稿では，MITB 攻撃に用いられる不正 JavaScript を安全に動的解
析するための手法を提案する．また，提案手法が複数のマルウェアによって行われる MITB 攻撃に用いら
れる不正 JavaScript の解析に有効であったことを示す．
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Abstract: Man-In-The-Browser (MITB) attacks that target users of online webservices such as Internet
banking continue to be a major threat. MITB malware tampers with the contents of the web site and
typically has malicious JavaScript downloaded on the target’s browser to steal credentials and/or tamper
transactions. In order to understand how these attacks are conducted, it is necessary to analyze the malicious JavaScript. However these scripts are often obfuscated and can consist of thousands of lines making
manual static analysis diﬃcult. On the other hand, dynamic analysis of the malicious JavaScript with an environment with actual malware infection risks negative impact on the web services and possible interruption
by the attackers. In this paper, we propose a new dynamic analysis method of malicious JavaScript using
an analysis environment without actual malware infection to realize more stable and less visible analysis
from the attackers. We evaluate our method using in-the-wild MITB malware and show that the method is
eﬀective to most of them.
Keywords: malware, MITB, JavaScript, dynamic analysis
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1. はじめに

精神的な負担も大きい．
そこで本稿では，あらかじめ MITB 攻撃用 JavaScript

近年，インターネットバンキング等のオンラインサービス

を収集し，攻撃対象サイトのダミー環境を用いて MITB

利用者をターゲットとした，Man-In-The-Browser（MITB）

攻撃によるコンテンツ改ざんを再現するシステムを用い

攻撃による被害が社会問題となっている．MITB 攻撃は，

た MITB 攻撃用 JavaScript の解析手法について提案する．

マルウェアが感染 PC の Web ブラウザに対し，コードイ

提案手法を用いて，2018 年 7〜10 月の期間に日本国内の

ンジェクション等の方法で入り込み，通信内容の盗聴や改

金融機関等を対象に攻撃を行っている 3 種類の金融系マ

ざんを行う攻撃手法である．この MITB 攻撃により，認証

ルウェアを用いて実験を行った．この結果，提案手法が

情報の盗取やインターネットバンキングにおける不正送金

MITB 攻撃におけるコンテンツ改ざんを行う MITB 攻撃

等の被害が発生する．現在，日本国内においても，Ursnif，

用 JavaScript の解析に有効であることを示す．本研究の貢

DreamBot，Ramnit 等の MITB 攻撃を行うマルウェアの

献を以下に示す．

流行が確認されている [1], [2], [3]．
本稿では，MITB 攻撃により，インターネットバンキン
グ等で不正送金を行うマルウェアを金融系マルウェアと呼

• MITB 攻撃におけるコンテンツ改ざんに用いられる
MITB 攻撃用 JavaScript を金融系マルウェア本体を用
いずに解析する手法を示したこと．

称する．Ursnif 等の金融系マルウェアによる MITB 攻撃

• 攻撃対象サイトの改ざん対象文字列を用いたダミーコ

では，Web ブラウザと攻撃対象のサイトとの通信時に通信

ンテンツによる金融系マルウェアの動的解析によって

内容に含まれる Web コンテンツを改ざんすることで，入

MITB 攻撃用 JavaScript を効率的に収集する手法を示

力フォームの改ざんや偽の入力画面の表示等が発生する．

したこと．

このコンテンツ改ざんには，情報盗取や不正送金を行う
ための機能を持つ不正な JavaScript（以下，MITB 攻撃用

• 提案手法が最新の MITB 攻撃を行うマルウェア 3 種
に対して有効であることを示したこと．

JavaScript）が用いられる．MITB 攻撃におけるコンテン

本稿の構成は，以下のとおりである．まず，2 章で，関

ツ改ざんの実態を明らかにするためには，この MITB 攻撃

連研究について記述する．3 章で，MITB 攻撃とその再現

用 JavaScript の詳細な機能を明らかにする必要がある．

方法の検討結果について記述する．4 章で，提案手法につ

MITB 攻撃用 JavaScript は，難読化されているものや

いて記述する．5 章で，評価実験および検証実験について

コード量が多いもの等が多く，これらが原因で静的解析のみ

記述する．6 章で，各実験結果の考察を記述する．最後に，

ですべてを明らかにすることは困難である．そこで，MITB

7 章で，まとめと今後の課題について記述する．

攻撃用 JavaScript を動的解析する必要がある．MITB 攻撃
の再現には，攻撃対象のオンラインサービスとの通信が必

2. 関連研究

要となる．しかし，金融系マルウェアに感染した環境でオ

関連研究について述べる．MITB 攻撃の実態調査の研究

ンラインサービスに接続し解析を実施することは，当該オ

として，Rahimian らの研究 [6] がある．また，日本国内に

ンラインシステムへ悪影響を及ぼすリスクがある．また，

おける同様の研究として中津留の研究 [7] がある．研究 [6]

金融系マルウェアには，Ursnif や DreamBot のように感染

および研究 [7] では，金融系マルウェアの静的解析手法お

端末の操作情報等の盗取や VNC 機能による感染端末の遠

よび MITB 攻撃の実態について明らかにしている．これ

隔操作の機能を有するものが存在している [4], [5]．このよ

らは，MITB 攻撃に関して，Web ブラウザに対する金融

うな攻撃機能によって，解析状況の漏洩や感染端末を別の

系マルウェアによるインジェクションの手法や攻撃対象の

攻撃の踏み台にされる危険性がある．さらに，金融系マル

情報等については明らかにしているが，コンテンツ改ざん

ウェアによる解析妨害により，マルウェア本体や解析ツー

や MITB 攻撃用 JavaScript については述べられていない．

ルの強制終了等が発生することで MITB 攻撃用 JavaScript

Boutin の研究 [8] では，MITB 攻撃におけるコンテンツ改

の解析が行えない可能性がある．このように，マルウェア

ざんおよび MITB 攻撃用 JavaScript について詳細な調査

感染環境を用いた MITB 攻撃用 JavaScript の動的解析に

がされている．しかし，コンテンツ改ざんを解析する手法

は，様々なリスクが存在している．

に関しては，提案されていない．

また，複数の金融機関を攻撃対象にする金融系マルウェ

金融系マルウェアを動的解析し，MITB 攻撃を調査する手

アや複数の金融系マルウェアに同時期に攻撃対象にされて

法として，Continella らの動的解析システム Prometheus [9]

いる金融機関への攻撃を効率的に解析するうえで，マルウェ

がある．Prometheus は，金融系マルウェアの動的解析を

ア感染環境を適切に維持することは非常に手間がかかる．

行い，MITB 攻撃によるコンテンツ改ざん時の DOM 情報

さらに，マルウェアの取扱いに不慣れな JavaScript 解析者

の変化を収集・分析するシステムである．このシステムは，

がマルウェア感染環境を用いて MITB 攻撃用 JavaScript

コンテンツ改ざん時の DOM の変化を取得することを目的

の解析を行うことは，リスクをともなうとともに解析者の

としているが，本研究では，改ざん後のコンテンツを操作
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した際の MITB 攻撃用 JavaScript を解析することを目的
としており異なっている．
本研究に類似する研究として，瀬川らの研究 [10] があ
る．研究 [10] は，ダミーコンテンツを設定したサーバに金
融系マルウェアに感染したマシンで接続することで MITB
攻撃の動的解析を行うシステムである．研究 [10] は，金融
系マルウェアの MITB 攻撃の動的解析を目的としている
が，本研究では，MITB 攻撃におけるコンテンツ改ざんに
用いられる MITB 攻撃用 JavaScript の解析をマルウェア
を用いずに解析することを目的としており異なる．また，
研究 [10] では，攻撃対象の可能性のあるダミーコンテンツ

図 1

を複数用意し，感染マシンと通信を行うことで攻撃対象を

MITB 攻撃の概要

Fig. 1 Overview of MITB attack.

特定する方法をとっている．このため無駄なダミーコンテ
ンツの生成や攻撃対象に漏れが生じる可能性がある．これ
に対し，我々の提案手法では，あらかじめ攻撃対象を特定
したうえで解析を実施する点で優位性がある．

Web のコンテンツ改ざん時に用いられる不正 JavaScript
の動的解析手法に関する研究には，柴田らの Js-Walker [11]
や上川らの研究 [12] がある．これらは，いずれも難読化等の
処理をされ Web コンテンツに埋め込まれた不正 JavaScript
の解析に有用なシステムである．しかし，いずれも Drive-

図 2 DreamBot の攻撃設定情報復号結果

Fig. 2 Decryption result of attack configuration of the DreamBot.

By-Download を引き起こす Exploit Kit に用いられる不正
JavaScript を対象としている．本研究では，MITB 攻撃によ
るコンテンツ改ざんで用いられる MITB 攻撃用 JavaScript
を対象としており，解析の対象および目的が異なっている．

表 1 DreamBot 攻撃設定情報の解析結果

Table 1 Analysis result of attack configuration of the DreamBot.

攻撃が発生する環境を再現し動的解析を行う手法に関す
る研究には，津田らの研究 [13] がある．研究 [13] では，標
的型攻撃の実態を把握するためにマルウェアの活動を安全

構成要素名

内容

URL

攻撃対象 URL

src

改ざん対象文字列

dst

挿入コード片

に再現する環境およびダミーのコマンド・アンド・コント
ロールサーバ（以下，C&C サーバ）を構築して観測を行う

情報のアップロード等が発生する．このように，MITB 攻

手法を提案している．研究 [13] は，標的型攻撃に用いられ

撃は，金融系マルウェアを制御する C&C サーバと MITB

るマルウェアの解析環境であり目的が異なっている．

攻撃用 JavaScript の配信や盗取情報の収集をするマニピュ

3. MITB 攻撃

レーションサーバといった外部サーバと連携して実行され
る．また，MITB 攻撃は，C&C サーバから取得した攻撃設

MITB 攻撃について述べる．論文 [14] によると，MITB

定情報に従って行われる．本稿で実験に用いた 3 種類の金

攻撃は，認証情報等の盗取を目的とした ID 盗取型 MITB

融系マルウェアのうち，DreamBot のコンテンツ改ざんを

攻撃と利用者が実行した送金処理の内容をリアルタイムで

行う攻撃設定情報の例を図 2 に示す．図 2 は，DreamBot

改ざんする取引内容改ざん型 MITB 攻撃の 2 種類に分類

の保持する暗号化された攻撃設定情報を復号し解析を行っ

することができる．本稿における MITB 攻撃とは，ID 盗

た結果である．攻撃設定情報の内容の解析結果を表 1 に示

取型 MITB 攻撃を指す．

す．このように，攻撃設定情報とは，攻撃対象および改ざ

金融系マルウェアによる MITB 攻撃の概要を図 1 に示
す．図 1 に示すとおり，MITB 攻撃は，初めに金融系マル

ん方法等の攻撃方法を金融系マルウェアに設定するための
情報である．

ウェアが攻撃設定情報を C&C サーバから受け取り，Web

MITB 攻撃に用いられる不正 JavaScript は，2 種類存

ブラウザの通信内容を常時監視する．その後，ユーザが攻

在する．1 つは，攻撃設定情報の挿入コード片に含まれ

撃対象のインターネットバンキング等にアクセスをすると

MITB 攻撃による改ざんで正規コンテンツに挿入され

攻撃設定情報の内容に従って通信内容の改ざんが発生する．

る不正 JavaScript である．もう 1 つは，挿入された不正

この改ざんによって，マニピュレーションサーバからの

JavaScript によってマニピュレーションサーバから取得

MITB 攻撃用 JavaScript のダウンロードや盗取した認証

される情報盗取や偽画面の表示等を行う機能を持つ不正
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JavaScript である．本稿では，前者の不正 JavaScript を

本稿では，解析対象の MITB 攻撃用 JavaScript が，これ

挿入コード片，後者の不正 JavaScript を MITB 攻撃用

らの攻撃機能を保有すると仮定し，動的解析を行う．なお，

JavaScript と呼称する．なお，稀に挿入コード片に情報

( 3 ) 自動送金機能に関しては，インターネットバンキング

盗取等の機能を持ちマニピュレーションサーバから不正

ログイン後の画面で行われるものである．インターネット

JavaScript 取得を行わない場合が存在する．この場合は，

バンキングログイン後の画面の構築には，銀行口座の開設

挿入コード片内に存在する MITB 攻撃用 JavaScript を提

が必要であり，本稿では，ログイン画面に攻撃対象を限定

案手法の解析対象とする．

して行っているため，解析の対象外とする．

我々は，文献 [15] および論文 [16] の調査結果から MITB
攻撃を以下のステップに分割する．

Step 0．感染：スパムメール，不正ウェブサイト等から金
融系マルウェアがユーザ PC に感染する．

3.2 MITB 攻撃再現方法の検討
MITB 攻撃用 JavaScript を解析するためには，MITB 攻
撃によるコンテンツ改ざんを再現する必要がある．MITB

Step 1．攻撃設定情報ダウンロード：金融系マルウェア

攻撃の際に発生する金融系マルウェアによる Web ブラウザ

は，外部の C&C サーバと通信を行い攻撃設定情報を取得

へのインジェクションおよびコンテンツの改ざんは，Web

する．

ブラウザの通信レイヤ（通信を行う DLL 内の API 等）に

Step 2．Web ブラウザの通信監視：金融系マルウェアは，

対して行われる．これによって，改ざんされたコンテンツ

Web ブラウザにコードインジェクション等の方法で入り込

をブラウザエンジンが解釈し動作することで MITB 攻撃が

み通信を監視する．

成立する．よって，ブラウザエンジンがコンテンツを読み

Step 3．正規コンテンツの改ざん：ユーザが Web ブラウ

込む前にコンテンツを改ざんすることで，金融系マルウェ

ザを使用して攻撃設定情報に指定された攻撃対象 URL に

アによるコンテンツ改ざんを再現することが可能である．

接続をした際に，攻撃設定情報に従って正規コンテンツを

また，複数の Web ブラウザに対してインジェクションおよ

改ざんして挿入コード片を挿入する．

びコンテンツの改ざんを行う金融系マルウェアにおいて，

Step 4．MITB 攻撃用 JavaScript の読み込み：Step 3

いずれの Web ブラウザに対しても同一の攻撃設定情報が

で正規コンテンツに挿入された挿入コード片が実行される

用いられ，改ざん後のコンテンツが同一になることを確認

ことで，MITB 攻撃用 JavaScript がマニピュレーション

している．

サーバから取得され Web ブラウザ上に読み込まれる．

金融系マルウェア本体を用いずにブラウザエンジンがコ

Step 5．ログイン情報の盗取・自動送金：MITB 攻撃用

ンテンツを読み込む前にコンテンツ改ざんを再現する方法

JavaScript によって，偽画面の表示や入力された認証情報

として，以下が考えられる．

の盗取または，ユーザ PC 上で意図しない送金が発生する．

• Web ブラウザ内で通信内容を改ざんする
– コードインジェクション等を実施するツール（以下，

3.1 MITB 攻撃用 JavaScript
MITB 攻撃用 JavaScript の機能について述べる．研究 [8]
および論文 [16] の調査結果から MITB 攻撃用 JavaScript
は，一般的に以下の攻撃機能を持つことが考えられる．

( 1 ) 情報盗取機能

疑似マルウェアツール）による改ざん

– ブラウザ拡張による改ざん
• Web サーバであらかじめ改ざんしたコンテンツを配信
する
疑似マルウェアツール，ブラウザ拡張は，金融系マルウェ

攻撃対象サイト内の盗取対象情報の input タグや but-

アと同様に Web ブラウザ内でコンテンツを改ざんするた

ton タグ等の改ざんによる認証情報等の盗取機能．

め再現度が高いと考えられる．しかし，これらは，Internet

( 2 ) 偽画面表示機能

Explorer・Google Chrome・Firefox 等のインジェクション

正規のログイン画面では要求されない情報の入力を要

対象の Web ブラウザごとに個別に実装をする必要が生じ

求する偽の入力画面等の表示機能．

る．また，Web ブラウザや OS のバージョンアップ等にと

( 3 ) 自動送金機能

もないメンテナンスを必要とする可能性がある．さらに，

MITB 攻撃用 JavaScript がインターネットバンキング

疑似マルウェアツールは，API Hook 等の高い技術力を必

と通信をして感染 PC 上から不正送金を行う機能．

要とする．このように，Web ブラウザ内での再現手法は，

本研究では，MITB 攻撃用 JavaScript の持つ，これらの

開発やメンテナンスにかかるコストが大きく運用が困難と

攻撃機能の挙動を解析することを目的とする．これらの攻
撃機能により，どのような操作を行った際に，どのような

考えられる．
ブラウザエンジンは，通信レイヤでどのようなデータを

情報が盗取されるのか，どのような画面が表示されるのか，

扱っているかを関知せず通信の結果のみを解釈し動作する

どのような通信が発生するのかの挙動を解析することが主

ため，Web ブラウザの外部から受け取るデータが改ざんさ

たる目的である．

れていた場合も通信レイヤでコンテンツが改ざんされた場
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合と同様の挙動を示すと考えられる．よって，Web サー

ム（以下，改ざん再現システム）を用いて，MITB 攻撃用

バからあらかじめ改ざんしたコンテンツを配信すること

JavaScript の解析を行う．4.1 節で改ざん再現システムに

で，コンテンツ改ざんを再現することが可能である．Web

ついて述べる．また，4.2〜4.4 節で提案手法の各段階の詳

サーバでコンテンツ改ざん再現をすることで，Web ブラウ

細について述べる．

ザごとの開発やメンテナンスをする作業が基本的に不要と
なる．また，特定の Web ブラウザに限定されることなく，

MITB 攻撃によるコンテンツ改ざんを再現し解析すること
が可能となるため汎用性が高い．

4.1 コンテンツ改ざん再現システム
システムの概要を図 4 に，システムの構成を表 2 にそ
れぞれ示す．図 4 の改ざん再現システムは，ダミーサイ

以上の検討結果に基づいて，次章以降で Web サーバで

トサーバとダミーマニピュレーションサーバの 2 つのダ

コンテンツ改ざんを再現する手法を用いた提案手法につい

ミーサーバを中心に構成される．解析者は，解析用 PC で

て述べる．また，マルウェア感染環境を用いた解析結果と

ダミーサイトサーバに接続して解析を行う．ダミーサイト

提案手法を用いた解析結果を比較する実験を行うことで，

サーバは，改ざん再現ルールに従ってあらかじめ改ざんし

提案手法を用いて MITB 攻撃を再現可能であることを検証

たコンテンツを返却する．その後，解析用 PC 内の Web ブ

する．

ラウザ上で改ざんコンテンツが動作することで，ダミーマ
ニピュレーションサーバとの通信が発生する．この通信に

4. 提案手法

対し，ダミーマニピュレーションサーバは，MITB 攻撃用

提案手法は，3 章の MITB 攻撃のステップのうち Step

JavaScript の返却や実マニピュレーションサーバへの通信

3〜5 を 3.2 節の検討結果を用いて再現することで，MITB

の転送を行う．また，システム内で発生する Web アクセ

攻撃によるコンテンツ改ざんを発生させ，その際の MITB

スはすべてダミー DNS サーバによって 2 つのダミーサー

攻撃用 JavaScript の挙動を解析することを可能とするもの

バのいずれかとなる．これによって，解析用 PC の Web

である．提案手法の全体概要を図 3 に示す．図 3 は，提案

ブラウザ上で MITB 攻撃が再現される．なお，図 4 内の

手法を構成する手順と各手順へのインプットとアウトプッ

マニピュレーションサーバに関しては，攻撃者の利用する

トの流れを示したものである．なお，本稿の提案手法は，

サーバであり，本システム用に構築したものではない点に

図 3 のうち赤点線の枠内である．図 3 内の金融系マルウェ

注意されたい．改ざん再現システムの構成要素について以

ア挙動観測の手法に関しては，論文 [16] を参照されたい．

下で解説する．

図 3 のとおり，提案手法は，以下の 3 段階で構成される．

( 1 ) 攻撃設定情報の分析

ダミーサイトサーバ：攻撃対象サイトのダミーコンテンツ
を応答する Web サーバである．ダミーサイトサーバは，改

( 2 ) MITB 攻撃用 JavaScript 収集
( 3 ) MITB 攻撃用 JavaScript の動的解析
提案手法では図 3 に示したとおり，攻撃設定情報の分
析と MITB 攻撃用 JavaScript 収集により，攻撃対象サイ
トの特定および MITB 攻撃用 JavaScript の収集を行う．
その後，分析結果および MITB 攻撃用 JavaScript を用い
て，本手法のために構築したコンテンツ改ざん再現システ

図 4 コンテンツ改ざん再現システム

Fig. 4 Content tampering reproduction system.
表 2 コンテンツ改ざん再現システムの構成

Table 2 Composition of the content tampering reproduction
system.
ダミーサイトサーバ
および
図 3 提案手法の概要

ダミーマニピュレーションサーバ

Fig. 3 Overview of the proposed method.

ダミー DNS サーバ
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表 3 解析用 PC 環境

記載する．改ざん再現システムでは，改ざんを文字列の置

Table 3 Environment of analysis PC.

換のみで行うため，金融系マルウェアの用いる改ざん方法

ホスト OS

macOS 10.13.6

が置換以外の場合は，改ざん対象文字列 + 挿入コード片

仮想環境

VMwareFusion 8.5.10

のように文字列置換で再現可能な内容に変更する必要があ

ゲスト OS

Windows 7 Professional 32 bit

る．injection-ﬁle-path とは排他である．

Web ブラウザ

Internet Explorer 11，Google
Chrome 67，Firefox 36

通信監視ツール

Fiddler2，WireShark

injection-file-path： 攻撃設定情報の内容に合わせてあ
らかじめ改ざんしたコンテンツのファイルを用いて応答す
るためのファイルパスを指定する．本設定は，挿入コード
片に Ruby で置換処理を行った場合に正しく取り扱えない

ざん再現ルール（詳細は，4.1.1 項を参照）に従って，ダ

バイナリ文字等が入っていた場合に使用する．replace-dst

ミーコンテンツを動的に改ざんして応答する．改ざん再現

とは排他である．

ルールは，攻撃設定情報の分析結果に従って作成する．改

content-type：injection-ﬁle-path で指定されたファイル

ざん再現ルールには，複数の改ざん方法が設定可能であり，

のコンテンツタイプを指定する．injection-ﬁle-path を使用

Web ブラウザからアクセスする際の URL にパラメータを

する場合は必須である．

設定することで，改ざんの有無および種類を切り替えるこ

4.1.2 ダミーサイトの構築手法

とを可能とする．また，Sinatra [17] の after フィルタを利

ダミーサイトを構築するために攻撃対象サイトのコン

用して，配信するコンテンツに対し文字列の置換・挿入を

テンツ収集を行う．コンテンツ収集には，Google Chrome

行う機能（以下，文字列置換・挿入機能）を有している．

（以下，Chrome）を用いる．Chrome のデベロッパーツー

ダミーマニピュレーションサーバ：攻撃者のマニピュレー

ルの Network パネルにおける通信モニタリングを有効にし

ションサーバを模擬し，MITB 攻撃用 JavaScript を取得す

た状態で攻撃対象サイトに接続する．攻撃対象サイトの読

る通信に対し，サーバ内に設定した MITB 攻撃用 JavaScript

み込みが完了した時点で，HTTP ARchive（以下，HAR）

を送り返す．MITB 攻撃用 JavaScript 取得以外のマニピュ

ファイルを保存する．取得した HAR ファイルを，Ruby で

レーションサーバへの通信は，実際のマニピュレーショ

作成したパーサを用いて展開する．コンテンツは Web サ

ンサーバへ転送し，応答を通信元に返却する．ダミーサ

イトのフォルダ構成を再現した状態で展開される．このコ

イトサーバと同様に配信コンテンツに対する文字列置換・

ンテンツと改ざん再現ルールをダミーサイトサーバに設定

挿入機能を有している．この機能を利用して，MITB 攻撃

して，ダミーサイトを構築する．

用 JavaScript に対し，“sourceURL” ディレクティブを追
加する．これによって，通常，Web ブラウザのデバッガ機

4.2 攻撃設定情報の分析

能を用いた解析が困難な Web ブラウザで動的評価される

攻撃設定情報を分析することで攻撃対象および攻撃方法

JavsScript を Web ブラウザのデバッガ機能で解析を行う

の情報を入手する．我々は，論文 [16] の静的解析によって

ことを可能とする．

金融系マルウェアの詳細な機能を明らかにしたうえで，対

ダミー DNS サーバ：DNS クエリに対してダミーサイト

象検体を挙動観測する調査手法を用いて金融系マルウェア

サーバもしくは，ダミーマニピュレーションサーバの IP

の攻撃設定情報を観測・収集している．この収集した攻撃

アドレスを返却する．解析用 PC の DNS サーバとしてダ

設定情報を分析の対象とする．攻撃設定情報の分析では，

ミー DNS サーバを設定して使用する．

攻撃対象の特定と改ざん対象文字列を含むコンテンツの存

解析用 PC：Web ブラウザを使用してダミーサイトサーバ

在を確認する．その後，有効な改ざん対象を MITB 攻撃用

へ接続し，MITB 攻撃用 JavaScript の解析を行う．本稿の

JavaScript 収集の対象とする．また，攻撃対象の改ざん再

実験において使用した解析用 PC の構成を表 3 に示す．

現ルールを作成する．

4.1.1 改ざん再現ルール
改ざん再現ルールは，攻撃設定情報に指定された攻撃対

4.3 MITB 攻撃用 JavaScript 収集

象 URL，改ざん対象文字列，挿入コード片をもとに設定す

MITB 攻撃用 JavaScript は，攻撃設定情報内の挿入コー

る．改ざん再現ルールは，Ruby のハッシュ記法で記載す

ド片が実行されることで，マニピュレーションサーバか

る．以下に各項目の設定内容を示す．

ら取得される．しかし，挿入コード片を単体で実行しても

url-pattern：ダミーサイトサーバ上の攻撃対象の URL

MITB 攻撃用 JavaScript が取得されない場合が存在する．

を指定する．正規表現を用いることが可能である．

これは，挿入コード片が挿入された際，もしくは，通信が

replace-src：攻撃設定情報に指定された改ざん対象文字

発生した際にマルウェアによって挿入コード片の一部や通

列を指定する．正規表現を用いることが可能である．

信先を動的に変換する場合が存在するためである．

replace-dst：攻撃設定情報に指定された挿入コード片を
c 2019 Information Processing Society of Japan
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収集と挿入コード片や通信先の動的な変更を確認するため

の動的解析を実施する．MITB 攻撃用 JavaScript の動的解

に改ざん対象文字列のみが存在するコンテンツを改ざん

析は，解析用 PC の Web ブラウザからダミーサイトサー

再現システムに設定して，金融系マルウェアの動的解析を

バに接続し，操作を行うことで実施する．MITB 攻撃の攻

行う．この際，改ざん再現ルールは設定せずに金融系マル

撃対象は，多くがインターネットバンキング等のログイン

ウェアを感染させた解析用 PC で，Internet Explorer 11

画面であるため，以下の手順で解析を実施する．

（以下，IE11）を用いてダミーサイトサーバへ接続する．

( 1 ) 各ダミーサイトのログイン画面に解析用 PC の Web

また，改ざん再現システムと解析用 PC は安全にマルウェ

ブラウザで接続

( 2 ) ダミーの認証情報を入力し，ログインボタンを押下

アを実行するため閉じたネットワーク構成とし，ダミーマ

上記操作時の通信ログを Fiddler で収集，UI の状態を目

ニピュレーションサーバから実際のマニピュレーション
サーバへの通信転送も行わない．なお，動的解析の際に，

視で確認する．また，Web ブラウザのデバッガを立ち上げ

改ざん対象文字列のみが存在するコンテンツを用いること

た状態で同様の操作を行い，難読化が解除された MITB 攻

で，コンテンツを容易に作成することが可能である．さら

撃用 JavaScript の取得および MITB 攻撃用 JavaScript の

に，正規コンテンツに含まれる従来の通信が発生しないた

ステップ実行等によるコード解析を行う．

め MITB 攻撃用 JavaScript 取得通信のみを観測すること

5. 実験

が可能である．

5.1 評価実験

動的解析の結果，MITB 攻撃によるコンテンツ改ざんが
発生し，MITB 攻撃用 JavaScript 取得通信が発生する．こ

提案手法の有効性を評価するため 3 種類の金融系マル

の発生した，通信ログを記録する．その後，通信ログから

ウェアから収集した攻撃設定情報を用いて評価実験を行

MITB 攻撃用 JavaScript 取得 URL を収集し，wget 等のコ

う．実験対象のマルウェアは，VirusTotal [18] から取得し，

マンドで MITB 攻撃用 JavaScript を取得する．

Ursnif，DreamBot および Ramnit を用いる．これらは，事
前に論文 [16] の調査手法で観測を行い攻撃設定情報を収集

また，解析用 PC の Web ブラウザのデバッグ機能を用
いて通信ログと改ざんされたコンテンツを収集する．この

している．この 3 検体は，それぞれ異なる攻撃設定情報を

通信ログをダミーマニピュレーションサーバに対して発生

保有する．実験対象の概要は，表 4 を参照．実験対象の

した通信と比較することで，マルウェアによる通信先変更

3 検体を用いて，提案手法による MITB 攻撃用 JavaScript

が行われているかを確認する．また，改ざん後のコンテン

の動的解析を行った．

ツに含まれる挿入コード片と攻撃設定情報に含まれる挿入

5.1.1 MITB 攻撃用 JavaScript 動的解析の手順および
評価基準

コード片を比較することで，マルウェアによる挿入コード

MITB 攻撃用 JavaScript の動的解析の実施手順および評

片の動的な変更が行われているかを確認する．通信先変更

価方法について述べる．

が行われた場合，マルウェア本体を用いない環境では，解
析用 PC からは変更前の通信が発生するため，変更前の通

攻撃対象サイトのうちログイン画面を対象に動的解析の

信情報を用いてダミーマニピュレーションサーバと通信を

評価を実施する．動的解析は，4.4 節に述べた手順に従っ

するようにルーティングの設定をする．また，挿入コード

て行う．その際，各ダミーサイトへのアクセスは，解析

片の変更が行われた場合，各ダミーサーバの文字列置換・

用 PC の 3 種類の Web ブラウザすべてで実施する．なお，

挿入機能に置換対象と置換後の文字列を設定する．これに

Web ブラウザのデバッガ機能を用いた解析は，Chrome の

よって，改ざん再現ルールに含まれないマルウェアによる

デバッガ機能でのみ実施する．
動的解析結果の評価基準は，以下のとおりである．

動的な文字列の置換を再現可能とする．

コンテンツ改ざん初期動作の再現：改ざん再現システムで

4.4 MITB 攻撃用 JavaScript の動的解析

あらかじめ埋め込まれた挿入コード片の実行による MITB
攻撃用 JavaScript の読み込みと実行が確認されるか．

改ざん再現システムを使用して，MITB 攻撃用 JavaScript

表 4 攻撃設定情報の分析および MITB 攻撃用 JavaScript 収集結果

Table 4 Result of attack configuration analysis and malicious JavaScript collection.
攻撃設定情報の分析

MITB 攻撃用 JavaScript 収集結果

検体名

マルウェア名

攻撃対象サイト数

有効攻撃対象サイト数

攻撃 JS 取得 URL 数

検体 1

Ursnif

5

3

3

3

検体 2

DreamBot

50

43

26

20

検体 3

Ramnit

16

16

14

16（2）

取得した攻撃 JS 数

（）内は，挿入コード片内に攻撃 JS が含まれるもの
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MITB 攻撃用 JavaScript からの通信確認：MITB 攻撃

表 5 取得した MITB 攻撃用 JavaScript の攻撃対象サイト種別

用 JavaScript からマニピュレーションサーバへの通信が発

Table 5 Types of targeted sites to collected malicious
JavaScript.

生するか．
情 報 盗 取 機 能 に よ る 攻 撃 動 作 の 確 認：MITB 攻 撃 用

JavaScript の動作により，正規インプットフィールドへ入
力した ID，パスワード等の情報がマニピュレーションサー
バへアップロードされる動作が確認されるか．

サイト種別

検体 1

検体 2

検体 3

0

銀行

2

7

EC サイト

1

1

2

クレジットカード会社

0

9

13（1）

仮想通貨取引所

0

2

0

偽画面表示機能による攻撃動作の確認：MITB 攻撃用

フリーメールサービス

0

1

0

JavaScript の動作により，追加情報盗取用の偽画面が 1 つ

Web ポータル

0

0

1（1）

でも確認されるか（銀行であれば，第二暗証番号等の決済認

（）内は，挿入コード内に攻撃 JS が含まれるもの

証情報・その他カード会社等であればクレジットカード情
報，仮想通貨取引所であれば二段階認証のパスコード等）
．

JavaScript 取得 URL は，26 個であり，有効攻撃対象サ

Web ブラウザのデバッガ機能を用いたコード解析：MITB

イト数より大幅に減少している．これは，複数の攻撃対象

攻撃用 JavaScript のエントリーポイントを特定し，Web ブ

に対して，同一の挿入コード片が用いられているためであ

ラウザへの読み込み完了時点からステップ実行による挙動

る．同一の挿入コード片が用いられる攻撃対象は 3 グルー

の解析が可能か．また，MITB 攻撃用 JavaScript が難読化

プ，20 サイト存在した．各サイトの内容を確認したところ

されていた場合に，難読化を解除したコードを特定して取

それぞれ，3 種類の共同インターネットバンキングシステ

得およびステップ実行による挙動の解析が可能か．

ム（以下，共同 IB システム）を使用していることを確認

5.2 攻撃設定情報の分析結果

の挿入コード片および MITB 攻撃用 JavaScript が使用さ

した．この結果から，共同 IB システムに対しては，共通
各検体の攻撃設定情報の分析結果を，表 4 に示す．表 4

れていることが判明した．これらの共同 IB システムを用

から検体 1 および検体 2 では，あらかじめ設定された攻撃

いるサイトは，グループごとに 1 サイトとカウントし，攻

対象サイトに対して有効攻撃対象サイトが減少している．

撃設定情報内で各共同 IB システムごとの先頭のものを今

これは，検体 1 では，2 サイトが法人向けのインターネッ

後の実験対象とした．

トバンキングであり，銀行の発行した証明書を持った使用

また，取得された 26 個の URL のうち 20 個から，それぞれ

者のみが接続可能であった．本来これらは，対象とすべき

異なる MITB 攻撃用 JavaScript を取得した．なお，MITB

であるが，コンテンツを入手することが不可能であったた

攻撃用 JavaScript が取得できなかった URL は，DNS 解決

め本実験では，対象外とした．

ができないドメインやアクセス可能でも 404 エラー等が返

検体 2 では，攻撃設定情報の攻撃対象 URL が存在しな
いものが 5 サイト，攻撃対象 URL のコンテンツ内に改ざ
ん対象文字列が存在しないものが 2 サイト含まれていたた
め解析対象から除外した．
検体 3 では，すべての攻撃対象サイトが有効な攻撃対象
であった．

却されるものであった．

5.3.3 検体 3 の MITB 攻撃用 JavaScript の収集結果
表 4 の 結 果 か ら ，検 体 3 で 収 集 し た MITB 攻 撃 用

JavaScript 取得 URL は，14 個であり，14 個すべての URL
から異なる MITB 攻撃用 JavaScript を取得することが可
能であった．
なお，MITB 攻撃用 JavaScript 取得通信が発生しなかっ

5.3 MITB 攻撃用 JavaScript の収集結果
5.2 節の結果明らかになった有効攻撃対象サイトを対象

た 2 つの挿入コード片の内容を確認したところ，他の挿入
コード片と比べてコード量が多く，情報盗取用と思われる

に，MITB 攻撃用 JavaScript 取得 URL および MITB 攻撃

偽画面の html コンテンツが存在していた．このことから，

用 JavaScript の収集を行った．結果を，表 4 に示す．ま

2 個の挿入コード片には，MITB 攻撃用 JavaScript が含ま

た，MITB 攻撃用 JavaScript が取得可能であったサイトの

れると考えられる．よって，検体 3 では，16 個すべての攻撃

種別を表 5 に示す．

対象に対して異なる MITB 攻撃用 JavaScript を取得した．

5.3.1 検体 1 の MITB 攻撃用 JavaScript の収集結果

5.3.4 マルウェアによる挿入コード片または通信先の動

表 4 の 結 果 か ら ，検 体 1 で 収 集 し た MITB 攻 撃 用

的変更

JavaScript 取得 URL は，3 個であり，3 個すべての URL

マルウェアによる挿入コード片の動的な変更に関して

から異なる MITB 攻撃用 JavaScript を取得することが可

は，検体 1 および検体 2 で，挿入コード片内の “@ID” と

能であった．

いう文字列をマルウェアの保有する ID と思われる文字列

5.3.2 検体 2 の MITB 攻撃用 JavaScript の収集結果

に置換する処理が確認された．また，検体 3 でも挿入コー

表 4 の 結 果 か ら ，検 体 2 で 収 集 し た MITB 攻 撃 用
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表 6 検体 1 の攻撃対象コンテンツ改ざん再現実験の結果

Table 6 Results of content tampering reproduction experiment of Sample 1.
MITB 攻撃用 JS の特徴

改ざん初期

MITB 攻撃用 JS

難読化

JS の動的解釈

動作の再現

からの通信

情報盗取

偽画面

による解析

銀行 A

有

有

○

○

×

×

可

可

銀行 B

無

無

○

△

○

×

可

対象外

ダミーサイト

デバッガ
難読化解除

有：該当特徴有り，無：該当特徴無し ○：確認された，×：確認されなかった，△：確認されたが不十分
可：該当の操作またはデータ入手が可能，不可：該当の操作またはデータ入手が不可能
表 7 検体 2 の攻撃対象コンテンツ改ざん再現実験の結果

Table 7 Results of content tampering reproduction experiment of Sample 2.

ダミーサイト

MITB 攻撃用 JS の特徴

改ざん初期

MITB 攻撃用 JS

難読化

JS の動的解釈

動作の再現

からの通信

情報盗取

偽画面

による解析

難読化解除

デバッガ

銀行 B

有

有

○

○

○

×

可

可

銀行 C

有

有

○

○

○

○

可

可

銀行 D

有

有

○

○

○

○

可

可

銀行 E

有

有

○

○

○

×

可

可

銀行 F

有

有

○

○

○

×

可

可

銀行 G

有

有

○

○

○

○

可

可

銀行 H

有

有

○

○

○

○

可

可

カード会社 A

有

有

○

○

○

○

可

可

仮想通貨取引所 A

有

有

○

○

○

×

可

可

有：該当特徴有り，無：該当特徴無し ○：確認された，×：確認されなかった，△：確認されたが不十分
可：該当の操作またはデータ入手が可能，不可：該当の操作またはデータ入手が不可能
表 8 検体 3 の攻撃対象コンテンツ改ざん再現実験の結果

Table 8 Results of content tampering reproduction experiment of Sample 3.
MITB 攻撃用 JS の特徴
ダミーサイト

改ざん初期

MITB 攻撃用 JS

デバッガ

難読化

JS の動的解釈

動作の再現

からの通信

情報盗取

偽画面

による解析

難読化解除

カード会社 A

有

有

○

○

○

○

可

EC サイト A

有

有

○

○

○

○

可

可
可

Web ポータル A

無

無

○

○

○

○

可

対象外

有：該当特徴有り，無：該当特徴無し ○：確認された，×：確認されなかった，△：確認されたが不十分
可：該当の操作またはデータ入手が可能，不可：該当の操作またはデータ入手が不可能

保有する ID と思われる文字列に置換する処理が確認され

仮想通貨取引所 1 サイト

た．通信先の動的な変更に関しては，検体 1 および検体 2

検体 3：クレジットカード会社 1 サイト，EC サイト 1 サ

で通信先の動的な変更が行われていることを確認した．こ

イト，Web ポータル 1 サイト

れらの，挿入コード片の置換および通信先の変更を改ざん
再現システムの設定に用いた．

各解析対象のダミーサイトを用いた改ざん再現システム
による動的解析の結果を表 6，表 7，表 8 に示す．各表

なお，通信先の動的変更に関しては，挿入コード片か

の，
「改ざん初期動作の再現」
，
「MITB 攻撃用 JS からの通

らの通信先 URL に含まれる文字列をマニピュレーション

信」，
「情報盗取」，
「偽画面」は，5.1.1 項の対応する評価

サーバに変更するルールが攻撃設定情報に含まれることが

基準の内容が確認されたか否かで「○」
，
「×」判定を行っ

判明した．

た．なお，検体 1 の銀行 B においてのみ「MITB 攻撃用

JS からの通信」で MITB 攻撃用 JavaScript から通信が発
5.4 MITB 攻撃用 JavaScript の動的解析結果

生したもののマニピュレーションサーバからの応答が得ら

表 5 からログイン画面が攻撃対象とされたサイトのう

れない状態が発生したため不十分と判断し「△」とした．

ち，銀行は全サイトを，その他の企業は攻撃設定情報の先

また，各表の「デバッガによる解析」，
「難読化解除」は，

頭にある 1 サイトを選定して解析対象とする．解析対象は

5.1.1 項の「ブラウザのデバッガ機能を用いたコード解析」

以下のとおりである．

で期待される操作を行うことが，可能であったか否かを確

検体 1：銀行 2 サイト

認した．これらの結果からすべてのダミーサイトでコンテ

検体 2：銀行 7 サイト，クレジットカード会社 1 サイト，

ンツ改ざんの初期動作が再現可能であった．また，いずれ
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レジットカード情報の入力を求める偽画面が表示された．
この偽画面にダミーのカード情報を入力すると，入力済み
のログイン認証情報およびカード情報がマニピュレーショ
ンサーバにアップロードされることを確認した．
これらの結果から，検体 2 のすべてのダミーサイトで情
図 5

暗証番号を要求する偽画面

報盗取機能の挙動を確認し，この間の通信ログから通信内

Fig. 5 Fake PIN code input screen.

容の分析および Web ブラウザのデバッガ機能を用いてこ

の MITB 攻撃用 JavaScript も実行開始時にマニピュレー

ることでコード分析をすることが可能であった．偽画面表

ションサーバと通信が発生することを確認した．

示機能に関しては，銀行 B，銀行 E，銀行 F および仮想通

の間の MITB 攻撃用 JavaScript コードをステップ実行す

Chrome のデバッガ機能を用いたコード解析もすべての

貨取引所 A のダミーサイトを除くすべてのダミーサイトで

ダミーサイトで，MITB 攻撃用 JavaScript の読込時点から

偽画面表示機能の挙動を確認し，この間の通信ログから通

ステップ実行による挙動解析が可能であった．また，解析

信内容の分析および Web ブラウザのデバッガ機能を用い

の結果，マニピュレーションサーバとの通信等の実装箇所

てこの間の MITB 攻撃用 JavaScript コードをステップ実

を特定して動作を解析することができた．難読化された

行することでコード分析をすることが可能であった．

MITB 攻撃用 JavaScript の解除については，難読化が施さ

5.4.3 検体 3 のコンテンツ改ざん再現結果

れている MITB 攻撃用 JavaScript を使用した全ダミーサ

表 8 の結果から，すべてのダミーサイトで，情報盗取機

イトで難読化を解除したコードを特定し，取得およびコー

能および偽画面表示機能の挙動を確認し，この間の通信ロ

ド解析の対象とすることができた．

グから通信内容の分析および Web ブラウザのデバッガ機

5.4.1 検体 1 のコンテンツ改ざん再現結果

能を用いてこの間の MITB 攻撃用 JavaScript コードをス

表 6 の結果から，銀行 A のダミーサイトでは，ログイン

テップ実行することでコード分析をすることが可能であっ

操作を行ったものの認証情報がダミーマニピュレーション

た．いずれも，検体 2 のカード会社 A の動作と同様に，ロ

サーバにアップロードされる通信等は確認されなかった．

グイン操作時に認証情報の盗取は行われず，ログインボタ

一方，銀行 B のダミーサイトでは，ログイン操作を行っ

ン押下時にクレジットカード情報の入力を求める偽画面が

た際に認証情報がダミーマニピュレーションサーバにアッ

表示された．この偽画面にダミーのカード情報を入力する

プロードされることを確認した．しかし，実験中に実際の

と，入力済みのログイン認証情報およびカード情報がマニ

マニピュレーションサーバが停止し，応答が得られず，そ

ピュレーションサーバにアップロードされる点も検体 2 の

の後の動作を確認することはできなかった．なお，銀行 A，

カード会社 A の動作と同様であった．なお，Web ポータ

銀行 B いずれのダミーサイトでも偽画面等の表示は確認さ

ル A では，MITB 攻撃用 JavaScript が挿入コード片に含

れなかった．

まれるが他の MITB 攻撃用 JavaScript と同様に解析する

これらの結果から，銀行 A のダミーサイトでは，情報盗
取機能および偽画面表示機能のいずれの挙動も確認するこ
とができなかった．銀行 B のダミーサイトでは，情報盗

ことが可能であった．

5.4.4 検体間で共通する攻撃対象サイトについて
攻撃対象サイトのうち銀行 B が検体 1 および検体 2 に，

取機能の挙動を確認し，この間の通信ログから通信内容の

カード会社 A が検体 2 および検体 3 に攻撃対象として共

分析および Web ブラウザのデバッガ機能を用いてこの間

通して存在している．これらの攻撃対象サイトに対し 1 つ

の MITB 攻撃用 JavaScript コードをステップ実行するこ

のダミーサイトを作成し，改ざん再現ルールを切り替える

とでコード分析をすることが可能であった．しかし，その

ことで複数のコンテンツ改ざんを再現可能であることを確

後のマニピュレーションサーバの応答が得られなかったた

認した．

め，動作を継続して解析できなかったことで，偽画面表示
機能については確認することができなかった．

5.4.2 検体 2 のコンテンツ改ざん再現結果

5.5 検証実験
改ざん再現システムによる改ざん再現および解析の評価

表 7 の結果から，すべての銀行のダミーサイトでログイ

結果の正当性を検証するために検証実験を行った．検証

ンボタン押下時に認証情報のアップロードが行われること

実験は，改ざん再現システムの改ざん再現ルールを無効

を確認した．さらに，銀行 C，銀行 D，銀行 G，銀行 H で

にした状態で，各検体に感染させた解析用 PC を用いて，

は，認証情報のアップロード完了後に暗証番号等の入力を

5.1.1 項の手順に従って MITB 攻撃用 JavaScript の動的解

求める偽画面が表示された．例として，図 5 に銀行 D の

析を行った．解析の際，ダミーマニピュレーションサーバ

偽画面を示す．また，カード会社 A では，ログイン操作時

は有効にしている．これは，検体 1 のマニピュレーション

に認証情報の盗取は行われず，ログインボタン押下時にク

サーバが停止したため本物のマニピュレーションサーバを
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表 9 検体 1 による改ざん実験の結果

Table 9 Results of content tampering by Sample 1.
MITB 攻撃用 JS の特徴
ダミーサイト

MITB 攻撃用 JS

デバッガ

難読化

JS の動的解釈

改ざん動作

からの通信

情報盗取

偽画面

による解析

難読化解除

銀行 A

有

有

○

○

×

×

不可

可

銀行 B

無

無

○

△

○

×

可

対象外

有：該当特徴有り，無：該当特徴無し ○：確認された，×：確認されなかった，△：確認されたが不十分
可：該当の操作またはデータ入手が可能，不可：該当の操作またはデータ入手が不可能
表 10 検体 2 による改ざん実験の結果

Table 10 Results of content tampering by Sample 2.
MITB 攻撃用 JS の特徴
ダミーサイト

MITB 攻撃用 JS

デバッガ

難読化

JS の動的解釈

改ざん動作

からの通信

情報盗取

偽画面

による解析

難読化解除

銀行 B

有

有

○

○

○

×

可

可

銀行 C

有

有

○

○

○

○

可

可

銀行 D

有

有

○

○

○

○

可

可

銀行 E

有

有

○

○

○

×

可

可

銀行 F

有

有

○

○

○

×

可

可

銀行 G

有

有

○

○

○

○

可

可

銀行 H

有

有

○

○

○

○

可

可

カード会社 A

有

有

○

○

○

○

可

可

仮想通貨取引所 A

有

有

○

○

○

×

可

可

有：該当特徴有り，無：該当特徴無し ○：確認された，×：確認されなかった，△：確認されたが不十分
可：該当の操作またはデータ入手が可能，不可：該当の操作またはデータ入手が不可能
表 11 検体 3 による改ざん実験の結果

Table 11 Results of content tampering by Sample 3.
MITB 攻撃用 JS の特徴
ダミーサイト

MITB 攻撃用 JS

デバッガ

難読化

JS の動的解釈

改ざん動作

からの通信

情報盗取

偽画面

による解析

難読化解除

カード会社 A

有

有

○

○

○

○

可

EC サイト A

有

有

○

○

○

○

可

可
可

Web ポータル A

無

無

○

○

○

○

可

対象外

有：該当特徴有り，無：該当特徴無し ○：確認された，×：確認されなかった，△：確認されたが不十分
可：該当の操作またはデータ入手が可能，不可：該当の操作またはデータ入手が不可能

使用して解析が行えない攻撃対象が存在するためである．

攻撃用 JavaScript の解析についても，2 種類の Web ブラ

また，Ursnif や DreamBot は情報盗取や遠隔操作の危険性

ウザのいずれかのデバッガ機能を用いて JavaScript の解析

があり，閉じたネットワークで解析を行うためである．ダ

が行えるかの確認を行った．

ミーマニピュレーションサーバの文字列挿入・置換機能は，
解析補助のための “sourceURL” ディレクティブを追加す
る以外の設定を無効にしている．

5.6 検証実験結果
検証実験の結果を表 9，表 10，表 11 に示す．各表の

なお，攻撃者のマニピュレーションサーバが停止した検

各項目に対する評価方法は，評価実験と同一である．これ

体 1 に関しては，評価実験中に発生した通信ログを用いて

らの結果を評価実験の表 6，表 7，表 8 の結果と比較する

ダミーマニピュレーションサーバにおいて可能な限り，実

と，検体 1 の銀行 A の MITB 攻撃用 JavaScript に対して

際の通信をエミュレートしている．

Web ブラウザのデバッガ機能によるコード解析が行えな

また，事前の静的解析の結果からすべての検体で，IE11，

Chrome，Firefox の 3 種類の Web ブラウザに対してイン

かった点を除いて，改ざん再現システムを用いた評価結果
と同様の結果となった．検体 1 の銀行 A の MITB 攻撃用

ジェクションし MITB 攻撃を行うと考えられたが，検証実

JavaScript に対してコード解析が行えなかった点について

験の過程で検体 1 のみが Chrome にインジェクションしな

は後述する．

いことが判明した．このため，検体 1 のみ IE11，Firefox

改ざんの内容や発生した通信に関して，詳細を確認した結

の 2 種類の Web ブラウザを用いて改ざんの状況を確認し

果について述べる．改ざんによりコンテンツに挿入された

た．また，Web ブラウザのデバッガ機能を用いた MITB

挿入コード片および読み込まれた MITB 攻撃用 JavaScript
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の内容に改ざん再現システムとマルウェアによる改ざん

JavaScript の解析を行うことが可能であると考える．ま

で違いは確認されなかった．また，挿入コード片および

た，ダミーマニピュレーションサーバにおいて MITB 攻撃

MITB 攻撃用 JavaScript から発生する通信に関しては，

用 JavaScript に “sourceURL” ディレクティブを追加する

5.3.4 項で確認された通信先の動的変更による違いを除い

ことで，Web ブラウザで動的に解釈される JavaScript を

て発生しなかった．また，情報盗取機能および偽画面表示

容易に Web ブラウザのデバッガ機能を用いて解析するこ

機能の挙動解析に関しても評価実験と同様の結果となるこ

とを可能とした．

とを確認した．以上の結果から，改ざん再現システムを用

また，5.4.4 項の結果から，改ざん再現ルールを用いるこ

いて金融系マルウェアによる MITB 攻撃によるコンテンツ

とで，1 つのダミーサイトを利用して複数のコンテンツ改

改ざんを正確に再現可能であると考えられる．

ざんを再現することが可能であった．このことから，改ざ

検体 1 の銀行 A の MITB 攻撃用 JavaScript に対して

ん再現システムを用いることで，複数のマルウェアで用い

Web ブラウザのデバッガ機能によるコード解析が行えな

られる MITB 攻撃用 JavaScript の解析を効率的に実施す

かった理由について述べる．検体 1 の銀行 A に対する改ざ

ることが可能であると考えられる．

んでは，MITB 攻撃用 JavaScript に “sourceURL” ディレ

6.2.1 改ざん再現システムによる改ざんの正当性について

クティブを挿入したにもかかわらず，IE11 および Firefox

改ざん再現システムの評価実験結果，表 6，表 7，表 8 と

では JavaScript の動的解釈の影響を受け，MITB 攻撃用

マルウェア感染環境を用いた検証実験結果，表 9，表 10，

JavaScript の位置を特定することができなかった．このた

表 11 は，同等であり，改ざん状況や通信の内容にもあら

め，MITB 攻撃用 JavaScript の読込時にエントリーポイン

かじめ想定されたマルウェアによる動的な通信先変更以外

トを特定しステップ実行することができなかった．

の差分は確認されなかった．このことから，改ざん再現シ

6. 考察
6.1 攻 撃 設 定 情 報 の 分 析 お よ び MITB 攻 撃 用
JavaScript 収集の有効性

ステムを用いた MITB 攻撃による改ざんの再現は，実マル
ウェアを用いて解析を行った場合と同等の結果を得ること
が可能と考えられる．
また，表 9 の銀行 A では，Web ブラウザのデバッガ機

5.2 節の検体 2 のように攻撃設定情報に有効ではない

能による解析が行えなかった結果に対し，表 6 の銀行 A で

設定が存在していることが判明した．同様に検体 2 では，

は，解析を実施することが可能であった．これは，改ざん

5.3.2 項の結果でも，MITB 攻撃用 JavaScript が取得され

再現システムでは，マルウェアの動作に影響を受けないた

ないものが存在していることも判明した．このように，攻

め Chrome を用いた解析が可能であった．しかし，検証実

撃設定情報の分析，MITB 攻撃用 JavaScript 収集の結果か

験では，検体 1 が Chrome にインジェクションしなかった

ら有効な解析対象を特定することが可能と考える．

ため IE11 および Firefox による解析を試みたが期待した解

また，5.3.2 項における共同 IB システムのように共通で

析を行うことができなかった．このように，改ざん再現シ

用いられる MITB 攻撃用 JavaScript が存在している．こ

ステムを用いた場合，本来はマルウェアによるインジェク

のように MITB 攻撃用 JavaScript が共通して用いられる

ション対象ではない Web ブラウザ等のツールを用いて解

場合，複数の攻撃対象から 1 つを選定して解析することで

析を行える優位性がある．

解析対象を限定することが可能であると考える．

MITB 攻撃用 JavaScript 収集の過程において，挿入コー
ド片または通信先がマルウェアによって動的に変更される

6.3 金融系マルウェア本体を使用しないメリットおよび
デメリット

場合が，ほぼすべての攻撃設定情報で確認された．このう

改ざん再現システムを用いることで，マルウェア本体を

ち，通信先の変更については，攻撃設定情報に通信先変更

用いない最大のメリットとして，“解析環境の秘匿” および

の設定が存在することが確認された．このことから，攻撃

“安全な解析の実施” があげられる．これは，検証実験の実

設定情報の分析結果によっては，MITB 攻撃用 JavaScript

施において可能な限り実環境に近づけるため，攻撃設定情

取得 URL を収集する際にマルウェアの動的解析が不必要

報に含まれる攻撃対象ドメインや日本国内の IP アドレス

な場合も存在すると考えられる．しかし，挿入コード片の

への接続を制限したうえで検体 2 に感染した解析用 PC を

変更については，攻撃設定情報に設定が存在しないため，

インターネットに接続して解析を実施した．解析中に，解

マルウェアによる文字列の動的な変更を確認するために

析用 PC 上で MITB 攻撃用 JavaScript の内容をコピーし

は，動的解析が有効であると考える．

た際にマルウェアにインジェクションされている Web ブ
ラウザおよび explorer.exe が即座に強制終了するという現

6.2 改ざん再現システムの有効性

象が発生した．また，解析に使用した IP アドレスからの

5.4 節の結果から，改ざん再現システムを用いて MITB

接続をマニピュレーションサーバから拒否されるという現

攻撃によるコンテンツ改ざんを再現し，MITB 攻撃用

象が発生した．これは，検体 2 の持つクリップボード情報
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のアップロード等の機能により解析環境であることが判明

考えられる．

し，解析を妨害されたものと考える．このように，解析環
境であることが攻撃者に露見した場合にマルウェアの停止

6.4 提案手法の課題

や攻撃者サーバへの通信遮断等により，解析を継続不可能

6.4.1 改ざん前後のコンテンツの比較について

となる状況に陥ることがある．そこで，改ざん再現システ

現在は，Web ブラウザのデバッグ機能を用いて手動で

ムを用いることで，マルウェアによる環境情報アップロー

MITB 攻撃用 JavaScript の解析を行っている．この方法で

ド等が発生しないことにより，解析環境を秘匿することが

は改ざん前後の JavaScript のプロパティ情報等の差異を比

可能となると考えられる．
上記は，解析を妨害された事例であったが，マルウェア

較することが難しいという問題がある．JavaScript のプロ
パティ情報等の改ざん状況を自動で取得する仕組みを検討

感染環境を用いる場合に安全に配慮した環境であっても，

する必要がある．

マルウェアから意図しない通信が発生した結果として，別

6.4.2 攻撃機能の解析が行えない解析対象について

のマルウェアへの再感染やバックドアによって踏み台とし

実験の結果，検体 1，2 において，情報盗取機能および偽画

て利用されるリスクはつねに存在する．よって，改ざん再

面表示機能の挙動解析が行えない MITB 攻撃用 JavaScript

現システムを用いることは安全に解析を行ううえでも有効

が存在した．本稿では，MITB 攻撃用 JavaScript が解析対

であると考えられる．

象の攻撃機能を保有すると仮定し，挙動解析ができたか，

また，マルウェアを用いた検証実験では，OS のフリー

できなかったかの判定を行っている．しかし，解析対象

ズ，Web ブラウザの強制終了等が時折発生した．マルウェ

とする攻撃機能の挙動を確認できなかった MITB 攻撃用

ア感染環境は，挙動が不安定になることが多いため，改ざ

JavaScript は，これらの機能を保有していないことや特定

ん再現システムを用いることは，安定した解析環境を提供

の条件下でのみ動作するといった可能性が考えられる．動

するメリットがあると考えられる．

的解析のみでは，解析対象の動作した結果しか知り得ない

マルウェア本体を用いないデメリットとしては，“改ざん

ため，今後，難読化解除後の MITB 攻撃用 JavaScript 内

再現ルール作成のオペレーションミス” および “マルウェ

のコールフロー，組み込み関数やライブラリ関数等の利用

ア本体と MITB 攻撃用 JavaScript が密結合した攻撃へ対

状況，HTML リソースの有無等を自動的に分析すること

応できない” が考えられる．

で解析対象の機能の有無や発動条件を明らかにする機能を

“改ざん再現ルール作成のオペレーションミス” では，解

検討する．また，分析結果に従って環境を変更して解析対

析者が改ざん再現ルールの作成を誤った場合に正しい解析

象の機能を強制的に動作させることを可能とする必要があ

が行えないという問題がある．実際に，本稿の基となった

る．なお，該当機能の挙動解析が行えた対象においても同

論文 [19] において評価実験の検体 2 の銀行 C および銀行

様に発動条件等によって異なる挙動をする場合等を解析で

G の改ざん再現実験で，改ざん再現ルールに誤りがあり，

きていない可能性が考えられる．このように，該当機能の

MITB 攻撃用 JavaScript が正しく読み込まれなかったとい

挙動解析が行えた対象に対して発動条件等を変更して網羅

う問題が生じ調査を必要とした．この問題は，改ざん再現

的に動作させるためにも必要な機能であると考えられる．

システムでの再現結果に不審な点が見られた場合，検証実

6.4.3 マニピュレーションサーバとの通信再現について

験で用いたようにマルウェア感染環境とダミーサイトを用
いた解析を行う方法で検証することが可能である．

MITB 攻撃用 JavaScript の通信先として実際のマニピュ
レーションサーバに通信を転送しているが，検体 1 の銀行

“マルウェア本体と MITB 攻撃用 JavaScript が密結合し

B のようにマニピュレーションサーバが停止してしまうと，

た攻撃へ対応できない” では，現在，マルウェア本体は，

その後の動作を解析することができない．今後は，コンテ

MITB 攻撃用 JavaScript を読み込むための挿入コード片

ンツ改ざんだけでなくマニピュレーションサーバを再現す

の挿入が主な役割であり，挿入コード片や通信先の動的

る必要があると考える．その方法として，検証実験で用い

変更も 5.3.4 項で述べたように，わずかな変更を行うのみ

たように実際のマニピュレーションサーバの応答を蓄積し

であるため，改ざん再現システムを使って MITB 攻撃用

て用いる方法と，MITB 攻撃用 JavaScript のソースコード

JavaScript のみを実行することが可能である．しかし，攻

から必要な通信結果を作成し，MITB 攻撃用 JavaScript を

撃者が解析を妨げる等の目的でマルウェアと MITB 攻撃用

意図したとおりに動作させる方法が考えられる．これは，

JavaScript が密に連携することで成立する攻撃を実施する

MITB 攻撃用 JavaScript の全機能を解明するうえでは後者

ことは可能である．このような攻撃が行われた場合，現在

がより有効であると考える．なお，この全機能とは，マニ

の提案手法では，解析を行うことができない．このような

ピュレーションサーバの応答によって，盗取情報や偽画面

攻撃が行われた場合は，改ざん再現システムでマルウェア

の内容が変わる等の挙動が変化する実装や，マニピュレー

をエミュレートする方法の検討や検証実験で行ったように

ションサーバの指示に従って送金を行う自動送金機能を持

マルウェア感染環境を用いた解析を実施する必要があると

つ MITB 攻撃用 JavaScript を想定している．
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7. まとめと今後の課題
金融系マルウェアの MITB 攻撃によるコンテンツ改ざん
に用いられる MITB 攻撃用 JavaScript を安全に動的解析

[3]

する手法について提案した．また，提案手法を実現するた
めの MITB 攻撃用 JavaScript の収集方法および改ざん再
現システムを構築した．

[4]

本稿では，情報盗取機能・偽画面表示機能等の想定され
る攻撃機能の解析およびデバッガ機能によるコード分析・
難読化の解除・通信ログの収集を解析の目的として，改ざ

[5]

ん再現システムを用いて動的解析を行った．その結果，ロ
グイン画面において通常のログイン操作を行った際に発動
する情報盗取および偽画面表示の攻撃機能を再現し挙動解

[6]

析することが可能であることを確認した．このように，提
案手法を用いて MITB 攻撃によるコンテンツ改ざんを再現

[7]

し，MITB 攻撃用 JavaScript の動的解析が可能であること
を確認した．また，マルウェア感染環境を用いた検証実験
を行うことで，改ざん再現システムによる再現結果が正し

[8]

いことを検証した．提案手法を用いることで，MITB 攻撃

[9]

によるコンテンツ改ざんをマルウェアを用いずに解析する
ことが可能となる．このことは，解析を効率化するだけで
なく，解析のリスクを低減させ，解析者の精神的負担の軽

[10]

減にも貢献すると考える．
しかし，攻撃機能が発動しない解析対象も存在している．
これに対しては，解析対象内の該当機能の有無や発動条件

[11]

等を分析し，その結果に従って環境を変化して，該当機能
を強制的に動作させる機能の実現を目指す．これは，攻撃
機能の挙動解析が行えている対象においても解析の網羅性
を向上させるために必要な機能である．

[12]

また，今回は，攻撃対象をログイン画面に限定して実
験を行っているため，ログイン後の画面を攻撃対象とす

[13]

る自動送金機能やログイン画面以外を攻撃対象とする EC
サイトおよびフリーメールサービス向けの MITB 攻撃用

JavaScript について提案手法の有効性の検証を行う必要が

[14]

ある．
今後，実験対象を拡大し本手法の有効性をさらに検証す
るとともに，システムの機能拡充を行い有効性を高めてい

[15]

きたい．
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