Computer Security Symposium 2019
21 - 24 October 2019

機械語命令列分類の判断根拠を可視化できる深層学習器
大坪 雄平1,2,a)

大塚 玲2

三村 守3

榊 剛史4

概要：深層学習は様々な成果を上げている一方，その推定根拠を検証できない手法も多い．過去に我々が
提案したコンパイラ推定手法についても同様の課題がある．本論文では，自然言語処理で広く用いられて
いる注意機構をモデルに取り入れることで，推定結果への寄与度を命令単位で計算可能なモデルを提案す
る．実験では，提案手法が既存手法より高い精度で分類できることを示す共に，注意機構を活用すること
で各コンパイラが生成する特徴的な命令を自動的に抽出・表示する．推定根拠が検証可能なモデルは，モ
デルの信頼性を検証できるだけでなく，各クラスの特徴を人が理解する際にも有用である．
キーワード：機械学習，静的解析，注意機構

Transparent Deep Learning Model
for Machine Language Instruction Sequence Classification
Yuhei Otsubo1,2,a)

Akira Otsuka2

Mamoru Mimura3

Takeshi Sakaki4

Abstract: Deep learning has achieved various successes. However, many methods cannot form the basis of
the decision. The same problem exists in the compiler identification method we proposed in the past. In
this paper, we propose a novel model that can calculate the degree of the contribution to the identification
result on each instruction. The model uses the attention mechanism widely used in natural language processing. Our experimental result shows that our method can identify compilers with higher accuracy than
existing methods. Additionally, the attention mechanism makes we can automatically extract and display
characteristic instructions generated by each compiler. A transparent model is useful not only for reviewing
the reliability of the model but also for understanding the characteristics of each class.
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のか明らかにする必要がある．

1. はじめに

そのような背景において，DARPA（米国防総省の高等

深層学習は様々な分野で成果を上げている一方，その動

研究計画局）では説明可能 AI（Explainable Artificial In-

作の検証可能性および説明可能性が考慮されていない手法

telligence, XAI）プロジェクト*1 が立ち上がっている．ま

も多く，しばしば「ブラックボックス」とも呼ばれている．

た，2019 年 4 月，欧州連合（EU）は，信頼できる倫理的

この問題は，信頼が求められる分野への深層学習活用への

な人工知能（AI）の利用を促進することを想定した倫理ガ

障壁となる．例えば，異常検知の場合，システムを停止す

イドラインを発表した*2 ．この中では，7 つの要件を提案

るとその影響は大きく，何故システムを止める必要がある

しており，その１つに AI システムが判断した根拠を検証
可能にするという「透明性」がある．もし透明性が確保さ
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れたモデルであれば，モデルの妥当性の検証が可能になる
*1
*2
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だけでなく，モデルの判断根拠を元に人が新たな知見を得
られる可能性もある．

（例えば，IDA Pro*3 ，PEiD*4 および RDG*5 ）．これらの
ツールはシグネチャベースであり，多くの場合，プログラ

過去に我々が提案した手法についても「透明性」に課題

ムヘッダのメタデータ等の情報がシグネチャと一致するか

がある．過去の我々の研究では，機械語命令 16 命令の大き

を検査する．従って，シグネチャとわずかな違いがあった

さのファイルの断片からその命令を生成したコンパイラの

り，ヘッダ情報が削除されていた場合，これらツールは使

種類および最適化オプションを組み合わせた 15 クラス分類

用することができない．

で，95 %以上の精度で分類できる手法を提案した [1], [2]．

Rosenblum らは条件付き乱数フィールド（Conditional

この手法は非常に高い精度でコンパイラ推定が可能である

Random Field，CRF [3]）を使用し，0.925 の Accuracy で

一方，推定の根拠は明らかではなかった．そのため，未知

3 種類のコンパイラファミリを識別できる手法を提案して

のサンプルの推定結果が信頼できるか否かの検証は既知の

いる [4]．Rosenblum らは，さらに，前述の手法を発展さ

データセットを用いた k 分割交差検証で検証していた．ま

せた ORIGIN というツールを提案している [5]．ORIGIN

た，各クラスがどのような特徴を持っているのかの知見も

の SVM（linear support vector machines [6]）版は，「関

得られなかった．

数」１つを入力データにして，コンパイラファミリに加え

そこで我々は，自然言語処理で近年広く用いられるよう

て最適化レベルとコンパイラのバージョンの推測を試みて

になった注意機構をモデルに取り入れることでこれらの問

いる．しかしながら，コンパイラのバージョンのを含めた

題の解決を試みる．本論文における貢献は以下のとおりで

推定の精度は 18 クラス分類で 0.604 程度である．ORIGIN

ある．

の CRF 版は入力データを「関数」の連続データとするこ

• 入力データが出力にどれだけ寄与したかを命令単位で
計算可能なモデルの提案

とで，推定精度の向上を図っている．これにより，18 クラ
ス分類で 0.918 の Accuracy で分類することができる．

本論文では，自然言語処理で近年広く用いられている

Rahimian らは BinComp を提案している [7]．これは，

注意機構を機械語命令列分類に適用した．これにより，

ファイルのヘッダ情報等からコンパイラの種類を特定した

モデルが何を根拠に推定を行ったのか命令単位で検証

上で，ファイル内の各関数を逆アセンブルし，その構文，

をすることができる．

構造，意味（semantics）に着目することでコンパイラの

• モデルの判断根拠から得られる知見

バージョンや最適化オプションの推定を行うが，その精度

コンパイラ推定結果に寄与した命令の出現頻度を数え

は 8 クラス分類で 0.801 に留まっている．

ることで，各クラスにおける特徴的な命令を自動的に

我々が過去に提案した o-glasses[1], [2] は入力データを

抽出したところ，人が理解できる形で各クラスの特徴

x86/x86-64 実行コードとみなし，これを固定長命令に変

をある程度推測することが可能であることがわかった．

換したものを畳み込みニューラルネットワーク（CNN [8]）

• 既存手法より高い精度でのコンパイラ分類

に入力している．CNN の局所受容野と重み共有の仕組み

過去の研究から更に 4 クラス増加した 19 クラスのデー

を固定長命令に適用させることで，分類精度は 15 クラス

タセットを用いて分類精度を計測したところ，98.8 %と

分類で 0.95 以上の Accuracy を達成している．この手法は

いう既存研究よりも更に高い精度で分類できることが

コード領域の任意の位置から切り出した機械語命令列を入

確認できた．

力データとすることが可能である．提案手法は，この手法

本論文の構成は次のとおりである．第 2 節では，本論文
の関連研究を取り上げる．第 3 節では，提案手法に組み込

を更に拡張したものであり，より高精度なコンパイラ推定
に加え「透明性」を確保したものとなっている．

んだ関連技術のうち特に重要なものについて述べる．第 4
節では，提案手法について述べる．第 5 節では，提案手法

2.2 注意機構によるバイナリ解析

をコンパイラ推定に適用した結果について評価する．第 6
節でまとめる．

矢倉らは画像化されたバイナリデータに注意機構を組み
込んだ CNN を適用することで，マルウェアからそのファ
ミリ特有の領域を検出する手法を提案している [9]．入力

2. 関連研究

データは 64 × 64 の解像度に伸縮された画像であり，その

2.1 コンパイラ推定

画像の中で分類に重要な領域を示す「注意度マップ」が出

本論文では，提案手法の機械語命令列分類の性能評価と

力される．これにより，該当するファミリ特有の領域が検

してコンパイラ推定を扱う．コンパイラ推定に関連する既

出され，人による解析のヒントとなるとされている．しか

存研究について以下に述べる．

しながら，注意度マップで強調された 1 ピクセルに該当す

いくつかのコンパイラ識別ツールが既に普及している
*3
*4
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る領域を解析しようとした場合、実際には複数箇所の解析
が必要となる．これは，入力データを 1 次元ではなく、2
次元縮小画像としていることに起因している。
例えば，入力するファイルが 100 KB の大きさの場合，

256 × 400 のグレースケール画像を 64 × 64 の画像に縮
小して入力データとする．伸縮アルゴリズムによるが線形
補間（Bi-Linear）の場合，この縮小画像の 1 ピクセルは元
画像の 4 × 6.25 の矩形に対応する．この矩形に対応する
入力ファイルの領域は，少なくとも 6 箇所に分散されてい
るため，解析者はそれぞれの領域を解析する必要がある．
これは，注意度マップを自動解析に活用することを困難に

図 1 Transformer における Att. W の可視化の例．（[11] より引用）

する．
提案手法は，注意度マップを命令単位に出力することが
可能である．そのため，推定結果に寄与した入力ファイル
の領域を一意に特定できる．それにより注意度マップの出
力結果を自動解析に活用することが容易にとなる．

3. 関連技術
ここでは，提案手法に組み込んだ関連技術のうち特に重

図 2

要なものについて述べる．

内積注意の基本形．四角は処理，角丸四角はテンソルを示す．

Fig. 2 Outline of Dot-Product Attention.

3.1 Attention
Attention（注意機構）は，自然言語処理において提案
されたもの [10] で，入力情報全体ではなく，その一部のみ
に焦点を当てたベクトル（Attention Weight, Att. W）を
使用する仕組みのことをいう．Vaswani らは，2017 年に

RNN を使わず注意機構のみ使用したニューラル機械翻訳
Transformer[11] を提案し，わずかな訓練で圧倒的な翻訳

図 3 内積注意（左図）と辞書オブジェクト（右図）の動作イメージ．

性能を示した．この提案以降，自然言語処理の分野におい

Fig. 3 Behavior of Dot-product Attention (left figure) and dictionary object (right figure).

て注意機構を用いた研究が非常に盛んになっている．ま
た，注意機構取り入れたモデルは性能が高いだけでなく，

隠れ層を M emory とし，M emory を FFN などの処理

Att. W を可視化することにより，出力結果の根拠となっ

で Key （K ）と V alue（V ）に分離する．Attention は

た重要な入力データを推測することが可能という特徴があ

次式で定義される．

る．例えば図 1 では，Transformer における入力単語列の

Att. W の可視化の例を示している．この例では “its” と
いう代名詞が “Law” という名詞を指すという照応関係を
形成している．

(
)
Att.(Q, K, V ) = softmax Q · K T · V
ここで Q は dk 次元ベクトル qi

(1)

(i = 1, . . .) で構成され

た行列 (一般にはテンソル) である．同様に，K ，V はそ

注意機構は，注意の求め方により加法注意と内積注意に

れぞれ dk ,dv 次元のベクトルからなるテンソルである．特

分類される．加法注意（Additive Attention）[10] は注意

に，式 (1) を一つの検索クエリベクトル q ∈ Query に適用

の重みを隠れ層の Feed-Forward Network(FFN) で求める．

した際の softmax(·) の出力を注意重み（Attetion Weight:

内積注意（Dot-Product Attention，Multiplicative Atten-

Att.W）と呼び，次式で定義する．
(
)
Att.W(q, K) = softmax q · K T

tion）[12] は注意の重みを内積で求める．一般に内積注意
の方がパラメータが必要なく高速とされているため，提案
手法では内積注意を使用している．

(2)

このとき M emory は，各 k と各 v が一対一対応するペ

図 2 は，内積注意の基本的な構造を示している．図の

アの配列，つまり辞書オブジェクトとして機能する．図 3

四角は後述の FFN などの処理，角丸四角はテンソルを示

は，内積注意と辞書オブジェクトの動作イメージを示して

している．一般的な内積注意は，入力を FFN などの処理

いる．q と K の内積は，q と各 k ∈ K との類似度を測る．

で Query （Q，検索クエリ）に変換する．注意機構内の

類似度を softmax で正規化した注意の重み（Att．W）は，

－ 1041 －

q に最も類似した k の位置を表現する．Att.W と V の内
積は，k の位置に対応する value を加重和として取り出す
操作である．つまり，注意機構とは検索クエリ（q ）に一
致するキー（k）を検索し，対応する値（v ）を取り出す操
作であり，これは辞書オブジェクトの機能と同じである．
また，注意機構は「M emory がどこから来るのか」で
区分が変わる．入力（Input）と M emory が一致するも
のを自己注意（Self-Attention）といい，一致しないものを

図 4 提案ネットワークモデルの概要

ソースターゲット注意（SourceTarget-Attention）という．

Fig. 4 Outline of our model.

自己注意は Encoder に，ソースターゲット注意は Decoder
によく使われる．提案手法はクラス分類であるため，自己

ここで pos は命令の位置，dmodel は入力 X のチャンネ

注意を使用している．

ルの深さ，2i，2i + 1 は成分の次元（0〜dmodel -1）であ
る．この式は，P E pos+k を P E pos の線形関数で表現可
能であることから，前の層の線形関数で次の層を表現する

3.2 Position-wise FFN (CNN)
Position-wise Feed-Forward Network（位置ごとのフィー
ドフォワードネットワーク，PFFN）は，Transformer で提
案され，単語列の位置ごとに独立して FFN 処理するネッ

FFN と相性が良いと考えられている．

4. 提案手法

トワークである．Transformer では 1 単語ごとに FFN 処

本論文では，以下の３つを提案する．

理をしている．これはパラメータ調整を行った CNN でも

• 機械語命令列を高精度で分類可能かつ推定への寄与

実装を行うことができ，1 単語の認識に特化した局所受容

度を機械語命令単位で計算可能な深層学習器モデル

野の形成を期待していると思われる．本論文ではこれを機

（4.1）

械語命令に適用することで 1 命令の認識に特化した局所受

• 上記モデルの寄与度の解釈を単純化する手法（4.2）

容野の形成を期待している．この考えは，我々の過去の研

• 上記単純化手法を用いて各クラスにおける特徴的な命

究 [1][2] で bit-CNN と呼んでいたものと同じ考えである．

CNN で PFFN を実装する場合のパラメータは，例えば，

令を自動的に抽出する手法（4.3）
それぞれについての詳細を以下に述べる．

N ビット固定長命令が 1 次元に並んでいるような場合は，
カーネルとストライドの大きさを 1 命令の長さと同じ N

4.1 ネットワークモデル

とする．また，命令ベクトルが複数個並んでいる 2 次元

提案モデルは，モデルの出力に与える Att. W の影響を

ベクトルの場合は，カーネルとストライドの大きさを 1 と

大きくするため可能な限りシンプルな Attention モデルと

することで PFFN の実装ができる．我々の提案モデルで

している．提案手法のネットワークモデルの概要を図 4 に

CNN としているものについては，パラメータ調整を行っ

示す．入力データは，128bit 固定長命令に変換された実行

て PFFN を実装しているものである．

コードが L 個並んでいる 128 × Lbit 値配列である．

3.3 Positional Encoding

なっている．カーネルサイズおよびストライドを命令長と

1 層目は CNN で，o-glasses と同じパラメータ設定と
前述の仕組みだけでは，コード内の命令の組み合わせを

同じ 128 とすることで，1 命令分の認識に特化した局所受

学習に使うことはできるが，命令の順序を学習に使うこと

容野の形成を期待している．出力されるチャンネルの深さ

はできない．命令列の順番（命令の相対的または絶対的な

は 96 である．

位置）の情報を追加するため，Positional Encoding（PE，
位置エンコーディング）を導入する．PE は様々な実装法
が研究されてる．本論文では，FFN と相性が良いとされる

2 層目は 3.3 で述べた Positional Encoding（PE）で，命
令列の順番の情報を追加している．

3 層目の点線で囲まれたブロックは Attention である．

Transformer に組み込まれた手法を採用する．これは行列

提案手法では，Attention 入力から Query，Key，Value へ

P E を要素ごとに加算する．PE の処理は次式で表される．

の変換を 3.2 で述べた PFFN（CNN）で実装している．そ

PE(X) = X + αP E

れぞれの CNN は独立した重みを持っており，1 段目，2 段

(3)

ここで α は P E の加算率である．P E の各成分は次のよ
うに表される．

成した Transformer を参考に，暫定的にそれぞれ 96 × 4，

96 とした．

P E (pos,2i) = sin(pos/100002i/dmodel )
P E (pos,2i+1) = cos(pos/10000

目のチャンネルの深さは，機械翻訳の分野で高い精度を達

2i/dmodel

)

(4)

Attention ブロックの出力の直後には，学習プロセス

(5)

をより安定化させ高速化するための Batch Normalization
－ 1042 －

Algorithm 1 特徴の自動抽出手順
1: InputFile ← Compile(SourceFile,Optimization).pullCode()
2: Oﬀset ← 0
3: while Oﬀset < InputFile.EndOﬀset do
4:
Input ← InputFile.pull(Oﬀset,L)
5:
Result ← model.predictor(Input)
6:
if Result.Label = RealLabel then
7:
if Result.Confidence > 0.99 then
8:
i ← argsmax(L2(Result.AttentionWeight))
9:
Count[input[i]] ++
10:

Oﬀset ++

11: Print(Ranking(Count))

図 5 Att.W の可視化の例

表 1 データセット概要

Fig. 5 Example of visualizing a Att.W.

Table 1 Number of elements in each of our datasets
Label

（BN [13]）を取り入れている．最後の層は全結合で，ノー

Compiler

Arch.
32bit

ド数は n としている．ここで，n は分類するクラス数であ

VC2017

る．ネットワーク中間層の活性化関数は ReLU[14] を，出

64bit

力層の活性化関数は softmax 関数を使用している．

32bit
VC2003
64bit

4.2 Att.W の可視化

Program
32bit

前述のネットワークモデルで推定する際に Att.W を出

GCC

力することで，推定結果への寄与度を命令単位で算出する．

64bit

Att.W の可視化の例を図 5 に示す．Att.W は Input と

32bit

M emory（Input と同じ）の命令の組み合わせに対応した

Clang
64bit

2 次元マップである．単純化のため，本論文では L2 -norm
により，入力の命令単位で出力の寄与度を計算する．i 番

32bit
ICC

目の命令に対応する Att.W の L2 -norm を表す L2i は次

64bit

式で定義される．

Opt.

File

Code

None

1,170

369,605

Max

1,147

255,143

None

1,456

540,568

Max

1,242

542,020

None

1,350

292,277

Max

1,306

270,743

None

-

-

Max

-

-

None

2,111

227,004

Max

1,844

239,821

None

1,582

283,276

Max

1,580

287,775

None

1,205

101,024

Max

1,196

86,521

None

1,892

332,278

Max

1,883

246,500

None

1,761

1,494,677

Max

1,724

1,161,499

None

1,796

1,419,705

Max

1,728

1,046,958

Others
Total

L2i = || Att.W (qi , K) ||22
= || softmax(qi · K

T

) ||22

101

912,855

28,074

10,110,249

(6)
(7)

表 2 データセットのコンパイル設定

Table 2 Dataset compilation settings.

図 5 の場合，10 番目の命令「AND EDX,0xff」の L2 -norm
の値が 0.255 で最も大きく，出力に最も寄与しているとい

Compiler

うことが分かる．

VC

4.3 各クラスの特徴の自動抽出

Version

Arc.

Opt.

2003

x86

Od/Ox

2017

x86/x86-64

Od/Ox

GCC

6.3.0

x86/x86-64

O0/O3

Clang

5.0.2

x86/x86-64

O0/O3

19.0.0.117

x86/x86-64

O0/O3

ICC

前述の Att.W の可視化を活用することで，各クラスの
特徴的な命令を自動的に抽出することが可能となる．ここ
では，コンパイラ特有の命令の自動抽出を Algorithm 1 の

ていく．最後に，出現頻度が高い順に命令を表示する．

手順で行う．

5. 評価

Algrithm 1 の概要は次のとおりである．まず，自動的に
特徴を抽出したいコンパイラで作成された実行コードが記

5.1 データセット

録されたファイルを準備する．次にこのファイルの先頭か

評価に使用したデータセットの概要を表 1 に示す．こ

ら L 命令を使いコンパイラ推定する．正しく分類し，かつ

のデータセットは，誰でも収集することが可能なオープ

確信度が高い（0.99 以上）ものについて，Att.W の値か

ンソースをコンパイルすることで作成される．そのため，

ら推定に最も寄与したと思われる命令を取り出す．コンパ

データセットの大規模化が容易である．具体的には以下

イラ推定を行うオフセット位置を 1 バイトずつシフトし，

の手順で作成したものである．GitHub*6 上でソースコー

前述と同様の手順で推定に寄与した命令の出現頻度を数え

*6
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https://github.com/

表 3

提案手法と既存手法の性能比較．カッコ内は分類するクラス数を示す．

Table 3 Comparison of performance of related work.
Ours

o-glasses[1], [2]

Rosenblum’s[4]

(L=64)

(L=16)

(L=64)

(L=16)

ORIGIN[5]

BinComp[7]

(SVM)

(CRF)

All components

.9884 (19)

.9555 (19)

.9421 (19)

.9323 (19)

.924 (3)

.604 (18)

.918 (18)

Compiler family

.9886 (4)

.9670 (4)

.9140 (4)

.9271 (4)

.924 (3)

.983 (3)

.999 (3)

.801 (8)
–

Optimization

.9989 (2)

.9943 (2)

.9830 (2)

.9864 (2)

–

.971 (2)

.999 (2)

.917 (2)
–

Architecture

.9997 (2)

.9985 (2)

.9959 (2)

.9940 (2)

–

–

–

Code/Non-code

.9999 (2)

.9995 (2)

.9991 (2)

.9987 (2)

–

–

–

–

the unit of input

64 instructions

16 instructions

64 instructions

16 instructions

n bytes

1 function

n functions

1 file

Num. of samples

1,793,478

1,900,000

471,124

1,886,521

81,886,169

955,000

955,000

1,177

Num. of files

28,074

28,074

28,074

28,074

1,119

2,686

2,686

1,177

K-fold cross-validation

4

4

4

4

(Anomalous)

(Anomalous)

(Anomalous)
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ドを収集し，複数のコンパイラ（VC*7 , GCC*8 , Clang*9 ,

すぎて局所解に落ちてしまい，汎化性能が上がらなかった．

ICC*10 ）で様々なオプションでコンパイルを行った（表

学習が進むにつれ，X の値の大きさは最適化されるため，

2）
．

VC2003 は 32bit のみでコンパイルし，それ以外は 64bit お

α の値はどの値をとっても最適解の結果は変わらないと思

よび 32bit の両方でコンパイルした．コンパイルに成功し

われる．そのため，本研究では暫定的に α = 0.01 とする

たオブジェクトファイルのヘッダ情報を元に実行コード部

ことで，局所解に落ちにくくしている．

分のみを取り出し，先頭から順番に L 個の命令ずつ切り出

5.3 分類精度の比較

すことでデータセットを作成した．
また，入力データが実行コードとみなせない機械語命令

提案手法と既存手法の性能を比較した結果を表 3 に示

列にも対応するため，「Others」とラベル付けしたデータ

す．表中の「Code/None-code」は，入力データがプログ

セットも作成した．これは，文書ファイルを元に作成した．

ラムか否かの判別の Accuracy，
「Compiler family」はコン

文書ファイルは，文章，画像，メタデータなど様々な種類

パイラの種類の判別の Accuracy，
「Optimization」は最適

のデータが含まれている．その一方で，この文書ファイル

化オプション（なしと最大）の判別の Accuracy，「Archi-

がマルウェアでなければ，実行コードが含まれている可能

tecture」は対象 CPU アーキテクチャ（x86/x86-64）の判

性は極めて少ないと思われる．そこで，我々は検索エンジ

別の Accuracy を示す．提案手法および o-glasses につい

ンを用いて「rtf」
，
「doc」
，
「docx」および「pdf」の 4 種類

ては，5.1 のデータセットを用い，4 分割交差検証を行っ

のファイルを収集し，VirusTotal*11 を利用し，ウイルス対

た．ただし，前述のデータセットの各クラスごとのサンプ

策ソフトでそのファイルがマルウェアとして検知されない

ル数に偏りがある．各クラスごとのサンプル数を揃えるた

ことを確認した．その上で，文書ファイルを機械語命令列

め，学習に使用する各クラスごとのサンプル数の上限を

の集合とみなして，先頭から順番に強制的に逆アセンブル

105 × 16 ÷ L に設定し，L = 16 のときは、19 クラスで

して L 個の命令ずつデータを切り出すことで，「Others」

合計約 190 万のサンプルで実験を行った．その他の既存手

とラベル付けしたデータセットを作成した．

法の値については，論文 [4], [5], [7] 中から引用した．

表 1 は L = 16 のときのデータセットの概要を示して

この実験により提案手法は，コンパイラの種類および最

いる．このとき．19 クラスで延べ 28,074 個のファイルか

適化オプションを組み合わせた 19 クラス分類で 98.8 %と

ら合計 10,110,249 個の訓練データが作成された．このデー

いう高い精度で分類できていることが確かめられた．

タセットに含まれる命令の長さの平均を調べたところ，
「Program」カテゴリで 3.69 バイト，
「Others」カテゴリで

また，入力命令数が推定精度に与える効果に着目する
と，既存手法の o-glasses では入力命令数を 16 命令から

64 命令に増加させた場合の予測誤差（1 − Accuracy）が

2.38 バイトであった．

0.0677 から 0.0579 となり，約 15%減少している．これに
対し提案手法では，入力命令数を 16 命令から 64 命令に増

5.2 実装
*12

提案手法の実装には，Chainer

加させた場合の予測誤差が 0.0445 から 0.0116 となり，約

を用いた．

また，提案モデルの 2 層目の PE で，命令列の順番の情

74%も減少している．この原因として，o-glasses は命令

報を追加しているが，Transformer と同じ加算率 α = 1 で

の組み合わせしか考慮していなかったところ，提案手法で

実験を行ったところ学習の初期段階で PE の影響が強く出

は PE を導入することにより，命令の前後関係や距離など

*7

情報量が増えたため，入力命令数の増加が精度に与える影

*8
*9
*10
*11
*12

Microsoft Visual C++
the GNU Compiler Collection
a C language family frontend for LLVM
Intel C++ Compiler
https://www.virustotal.com/
https://chainer.org/

響も大きくなったことが考えられる．
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図 6

コンパイラごとの特徴的な命令

Fig. 6 Characteristic instructions for each compiler.

5.4 コンパイラの特徴の自動抽出

また，ICC に着目すると，SSE2 命令（PXOR 等）が特徴

ここでは，Algorithm 1 を用いて各コンパイラの特徴的

として上げられる．SSE2 が利用可能になったのは Intel

な命令を列挙し，そこから得られる知見について確認した．

Pentium 4（2001 年）が最初で，その後、数年内にほとん

InputFile を作成するソースコードとして GitHub から収

どのプロセッサで SSE2 がサポートされるようになったと

集した aes.c を選択した．このソースコードは，すべての

言われている．現時点では SSE2 命令が使えないプロセッ

コンパイラ及び最適化オプションでコンパイルに成功して

サのことを考慮しなくてもほとんど問題ないが，CPU の

いるものである．

設計をしている Intel が開発した ICC は最新の命令セット

図 6 は，4.3 の手順で自動的に取り出した各コンパイラ

を積極的に活用する傾向がある．このような背景を熟知し

における特徴的な命令上位 5 つを列挙したものである．こ

ていなくても，提案手法は SSE2 命令をコンパイラの違い

れにより，人が理解できる形で各クラスの特徴をある程度

を見分ける特徴として抽出している．

推測することが可能である．得られる知見の例を以下に述
べる．

IMUL は，最適化をしない場合に好んで使われるが，最大

6. おわりに
本論文では，自然言語処理で近年広く用いられている

限の最適化の場合，あまり使用されていない事がわかる．

注意機構を機械語命令列に適用した．これにより，モデ

IMUL は乗算命令である．この命令は，単純なシフト命令や

ルが何を根拠に推定を行ったのか命令単位で検証が可能

加算命令と比べ，実行に 10 倍以上時間がかかる命令であ

となった．このモデルをコンパイラ推定に適用し，19 ク

る．eax × 3 のような定数倍の場合，(eax << 1) + eax

ラスのデータセットを用いて分類精度を計測したところ，

というようにシフト命令と加算命令の組み合わせに置き換

98.8 %という高い精度で分類できた．さらに，注意機構を

えると，処理速度が数倍高速になる．そのため，最大限の

活用することで，各クラスの特徴的な命令を自動的に抽出

最適化の場合，IMUL はあまり利用されないと考えられる．

する手法についても提案し，コンパイラの特徴について検

一方，最適化をしない VC2003 と VC2017 に着目すると，

証可能であることを示した．

IMUL は VC2017 の方で好んで使用され，機械語命令の可

今後は，提案手法を関数の機能推定やマルウェアファミ

読性が優先されていることが分かる．VC2003 がリリース

リの分類に適用可能かを確かめるなど，マルウェア解析の

された当時と比べ VC2017 がリリースされた当時の CPU

効率化手法について引き続き検討を進めることを考えて

の動作周波数が高くなり，IMUL の処理にかかる時間が短

いる．

くなったことが一因と考えられる．CPU の高速化により，
機械語命令の可読性を優先してもプログラムの動作速度低
下の影響が小さくなっている．
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