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コードの「不自然さ」に基づく
ソフトウェア保護機構のステルシネス評価
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概要：本論文では，ソフトウェア保護機構のステルシネス（保護されていないコードとの区別のつきにく
さ）を評価する一方法を提案する．保護のために追加・変形されたコードの「不自然さ」が，保護されて
いないコードとの区別を容易にし，ステルシネスを低くするという仮定のもと，コードのステルシネスを
コードの不自然さを用いて評価する．コードの不自然さ，すなわち，コンパイラが出力したコードとして
もっともらしくない度合いは，確率的言語モデル（N-gram モデル）によって数値化する．ケーススタディ
では，既存のソフトウェア保護方法が適用されたコードの不自然さを提案方法によって数値化し，ステル
シネスを考察した．結果から，コードの制御構造や命令表現の変形のみを行う保護はコードのステルシネ
スを高く維持できる一方，コードの暗号化など，元来のコードの意味を破壊する変形をともなう保護や，意
味のないコードを無作為に挿入する保護は，コードのステルシネスを低くする傾向が強いことが分かった．
キーワード：ソフトウェア保護，耐タンパソフトウェア，プログラムの難読化，確率的言語モデル，N-gram，
ステルシネス
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Abstract: This paper proposes a method for evaluating the stealthiness of protected code, that is, the degree
to which protected code can be distinguished from unprotected code. Artiﬁcial code fragments, which means
unusual code fragments caused by obfuscation, are easy to distinguish from unprotected code fragments.
Based on the fact, we estimate the degree of stealthiness according to the “artiﬁciality” of the protected
code. We quantitate artiﬁciality of the code by means of probabilistic language model (N-gram model).
In the case study, we evaluate the stealthiness of the various programs that are obfuscated by the previous
obfuscation techniques, by the proposed method. The result shows that the semantics-preserving obfuscating
transformations (e.g., transformation of the control ﬂow of the program) have little aﬀect on the stealthiness.
On the other hand, the obfuscation techniques that corrupt the original semantics of the program (e.g., code
encryption), or that just insert junk code fragments to the program, tend to decrease the stealthiness.
Keywords: software protection, tamper-resistant software, program obfuscation, probabilistic language
model, N-gram, stealthiness
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1. はじめに
商用のソフトウェアは，商業的価値のあるアルゴリズム
やライセンスチェックのルーチンなど，ユーザに知られた
くない秘密情報を含む場合がある．そのような秘密情報を
取得しようとする悪意のあるユーザ（以下，攻撃者と呼ぶ）
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の解析行為を防ぐために，プログラムの難読化，暗号化，

不自然なコードは，攻撃者にとって保護されていないコー

耐タンパ化など，数多くのソフトウェア保護技術が提案さ

ドと区別がつきやすいため，ステルシネスが低いと考える．

れている [1], [2], [3]．保護方法を用いてソフトウェアの秘

本論文では，ソフトウェア保護機構の不自然さを，確率

密情報の防御を試みる者にとっては，保護方法を適用する

的言語モデルを用いて数値化する．具体的には，多数の既

ことでソフトウェアがどれだけ「強く」なるか，すなわち，

存のソフトウェアのアセンブリコードを学習テキストとし

攻撃者が目的を達成するのに必要なエフォートがどれだけ

て用いて構築した N-gram モデルによって，保護のために

大きくなるか，という点を把握することは大変重要である．

追加・変形されたコードの生成確率，すなわち，アセンブ

保護の強さを正確に検証するには，現実的な攻撃方法を

リコードとしてのもっともらしさを推定し，それに基づき

ふまえて複数の視点から攻撃に要するコストを評価する必

保護機構の不自然さを求める．得られた不自然さが大きけ

要がある．Collberg らが文献 [1] において述べているよう

れば，ステルシネスが低いコードであると評価する．

に，ソフトウェアに対する攻撃が「保護機構の発見」
（locate

protection），「保護機構の理解と改ざん」（alter binary），

以降，2 章では，N-gram モデルを用いたコードの不自
然さの評価方法を提案する．3 章では，コードの不自然さ

「動作テスト」
（test），という 3 つのステップを繰り返す

を評価するシステム構成と評価例について述べる．4 章で

ことであると考えると，ソフトウェア保護方法の強さを検

は，既存の難読化法などが適用されたコードの不自然さを

証するには，保護機構の理解・改ざんの困難さに加えて，

提案方法によって評価するケーススタディについて報告す

保護機構の発見の困難さを評価する必要があるといえる．

る．5 章では，提案方法を利用して保護機構の発見の困難

理解や改ざんの困難さの評価に関してはいくつかの方法が

さを評価するための課題について述べる．6 章では，関連

提案されている（詳細は 6 章で述べる）一方で，発見の困

研究について述べる．最後に 7 章において，結論と今後の

難さを評価するための具体的な方法についてはこれまでほ

課題を述べる．

とんど論じられていない．そこで本論文では，保護機構の
発見の困難さを評価するための重要な要素となる，コード
（命令列）のステルシネス（stealthiness）を数値化する方法
を提案する．コードのステルシネスとは，直観的にはコー

2. N-gram モデルを用いたコードの不自然さ
評価
2.1 コードの定義

ドの「目立ちにくさ」を表す指標で，本論文では Collberg

本論文では，ソフトウェアを構成するプログラムの一部

らの定義 [1] と同様に，
「保護されていないコードとの区別

分（または全部）をアセンブリ言語のレベルで表したものを

のつきにくさ」を意味するものと考える．あるコードのス

アセンブリコード，あるいは，単純にコードと呼ぶ．コー

テルシネスが高い場合，コードに保護機構（保護のために

ドはアセンブリ命令列，すなわち，1 つ以上の連続するア

追加・変形された命令列）が含まれていることが，保護機

センブリ命令によって示される．長さ n のアセンブリ命令

構特有の特徴のある命令列などを手がかりに保護機構を見

列，すなわち，連続する n 個のアセンブリ命令 i1 i2 . . . in

つけようとする攻撃者に気づかれにくいと判断する．提案

を，in
1 と表す．

方法は，保護を適用したコードのステルシネスを測定でき

なお，本論文において例示や実験に用いるプログラムは，

る，すなわち，コードに保護機構が含まれているように見

Intel x86 系のアーキテクチャ [4] に基づく CPU で動作す

える度合いを数値化できるため，保護機構を発見する困難

ることを想定しており，コードのアセンブリ表現は Intel

さの判断の一助となると考える．

表記によって示す．

本研究では，保護機構のコード，すなわち，保護のため
に追加・変形されたコードが不自然（artiﬁcial）であればあ

2.2 コードの不自然さの定義

るほど，保護されていないコードと区別がつきやすく，ス

自然言語をコーパスとした場合の確率的言語モデルの目

テルシネスが低いコードになると仮定する．ここでコード

的は，与えられた単語列が，コーパスの言語の文としてど

が不自然であるとは，コンパイラによって出力されるアセ

れだけもっともらしいかを数値化することである．本研究

ンブリ（機械語）コードとしてもっともらしくないことを

では，保護が適用されていないソフトウェアのアセンブリ

指す．たとえば，暗号化されたコードが逆アセンブルされ

コードを多く集めたものをコーパスとした確率的言語モデ

た場合，一般的に出現頻度の低い命令が意味なく連続して

ルを用いて，与えられたアセンブリの命令列が，アセンブ

出現する場合が多い．また，実行時に自身のコード領域を

リ言語のコードとしてどれだけ不自然であるか（もっとも

書き換える動的難読化が適用されたコードは，フラグに影

らしくないか）を数値化することを試みる．6 章で述べる

響を与えない命令と条件付きジャンプ命令が組み合わされ

ように，隠れマルコフモデルやエントロピーによって得ら

るなどの意味的なつながりが破壊されたコードとなる場合

れるアセンブリ（機械語）コードの特徴を，マルウェアの状

がある．このような一般的なアセンブリコード（コンパイ

態（マルウェアのコードに暗号化やパッキング処理が適用

ラによって出力されるコード）としてもっともらしくない

されているかなど）の判定のために用いる方法が提案され
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ている [5], [6]．このような既存方法に対して，本論文にお
ける提案方法は，コードの特徴を「不自然さ」という観点
から確率的言語モデルによって評価する点，および，保護
機構のステルシネスを評価するために用いる点が異なる．
言語モデルとしては，確率・統計的自然言語処理の分野
で広く用いられている N-gram モデルを用いる．N-gram
モデルは，ある時点における単語の生起を (N − 1) 重マルコ
フ仮定で近似するモデルである [7]．N-gram モデルによっ
て，与えられたコードを構成する命令列 in
1 = i1 i2 . . . in の
生成確率 P (in
1 ) を，次式のように近似する [8]．

P (in1 ) ≈

n

k=1

P (ik |ik−1
k−N +1 )

図 1

(1)

すなわち，k 番目の命令 ik の生成確率が，直前の (N − 1)
命令 ik−N +1 . . . ik−2 ik−1 にのみ依存すると考える．この生
成確率 P (in
1 ) の値が小さいほど，アセンブリ言語のコード
としてはもっともらしくなく，不自然であると考える．な
お，i1 より前と in より後には，それぞれコードの開始，終
端を表す命令があると見なす．以降では，それぞれ<code>，

</code>と表す．
命令列 in
1 = i1 i2 . . . in で構成されるコード C の不自然
さ (artiﬁciality)A(C) を，生成確率 P (in
1 ) を用いて，次の
ように定義する．

提案システム概要

Fig. 1 Outline of the proposed system.

図 1 に示す．まず，言語モデルを構築するためのソフト
ウェア群（コーパス）を用意する．各ソフトウェアは，動
作プラットフォームおよび文法が同一であるアセンブリプ
ログラムで記述（アセンブリプログラムに変換）されてお
り，かつ，難読化などのソフトウェア保護方法が適用され
ていないものとする．コンパイラによって出力されたまま
のコードを多く集めたものであれば，条件分岐の表現にお
いて比較命令（cmp 命令）の後に条件付きジャンプ命令が
続くことや，サブルーチンを呼び出す call 命令の前に mov
命令や push 命令が先行することなど，アセンブリコード

Artif iciality A(C) = −log10 P (in1 )

(2)

の持つ一般的な性質（文脈の傾向）をコーパスは持つもの
と考える．各アセンブリプログラムに対して，1 命令を 1

A(C) の値が大きいほど，アセンブリ言語としてもっと

単語（構成要素）と見なした N-gram の分析（カウント）を

もらしくなく，C は不自然であると考える．P (in
1 ) は非常

行い，N-gram モデルを生成する．生成された N-gram モ

に小さな値となることが多いため，結果の比較を行いやす

デルを用いて，与えられた評価対象のコード C の生成確率

くするために対数をとって表している．

を推定し，コードの不自然さ A(C) の評価値を得る．

命令列の生成確率の推定は，与えられたアセンブリコー
ドのコーパスを用いて行われる．最尤推定法を用いると，

P (ik |ik−1
k−N +1 ) は次式のように算出される．
P (ik |ik−1
k−N +1 ) =

F (ikk−N +1 )

F (ik−1
k−N +1 )

提案システムを用いて，コードの不自然さを求める例を
示す．いま，単純な条件分岐を含む次のような C 言語のプ

(3)

ここで F (iqp ) は，命令列 iqp がコーパスに出現した回数を表
す．たとえば，N = 2（バイグラム）の場合，生成確率は

1 つ前の命令にのみ依存するため，
P (ik |ik−1 ) =

F (ik−1 ik )
F (ik−1 )

3.2 不自然さの評価例

(4)

ログラム（一部）を考える．
if (passcode != VALID_PASSCODE)
return -1;
else
return 0;

このプログラムに相当するアセンブリコードの例（Cex
とする）を次に示す．

となる．なお，ゼロ頻度問題を避けるために，確率値のス
ムージングを行うのが一般的である．本論文では，特に
断りのない限り，absolute discounting によるスムージン
グ [8] を用いることとする．

3. コードの不自然さの評価システム
3.1 システム概要
コードの不自然さを評価するためのシステムの概要を

c 2014 Information Processing Society of Japan


L2:
L1:

cmp
je
mov
jmp
mov
mov
leave
ret

DWORD [ebp-4], 12
L2
DWORD [ebp-8], -1
L1
DWORD [ebp-8], 0
eax, [ebp-8]

上記 Cex の不自然さ A(Cex ) を，たとえば N = 3 とし
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表 1

表 2

不自然さの評価例

Table 1 Example of artificiality evaluation.

コード

不自然さ（N = 2）
不自然さ（N = 3）

Cex
cmp
je
mov
jmp
mov
mov
leave
ret
10.1
10.3

Table 2 Frequency of opcode.


Cex

mov
nop
mov
nop
mov
mov
leave
ret
16.1
14.7

た N-gram（トライグラム）で求める場合，式 (1) および式

出現頻度の高いオペコード（列）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1-gram
mov
44.6
call 7.56
lea
4.77
cmp
3.94
je
3.76
test 3.64
add
3.56
jmp
3.46
nop
3.38
push 2.62

2-gram
mov-mov
25.0
mov-call 6.85
call-mov 4.24
lea-mov
2.58
nop-nop
2.36
je-mov
2.15
mov-test 1.67
mov-lea
1.66
test-je
1.66
jmp-mov
1.46

3-gram
mov-mov-mov
mov-mov-call
mov-call-mov
call-mov-mov
nop-nop-nop
lea-mov-mov
test-je-mov
mov-lea-mov
je-mov-mov
mov-test-je

15.0
4.97
3.87
2.54
1.86
1.53
1.15
1.13
1.11
0.94

数値は全命令（列）数に対する割合 [%] を示す．

(2) より，次のようになる．
A(Cex ) = − log10 {P (cmp | <code> <code>)
× P (je | <code> cmp) × . . .
× P (</code> | leave ret) }
N = 2 および N = 3 の場合における A(Cex ) の評価結
果を表 1 に示す．ここでは，4 章のケーススタディで用
いる 2,030 個のソフトウェアから生成された N-gram モデ
ルを用いている．また，Cex の条件分岐を隠すことを目的
に，比較命令（cmp）および分岐命令（je および jmp）を

別の命令に変更（カムフラージュ）した場合のコード Cex

の評価結果も併記している．下線を付してあるものが変更
された命令で，変更された命令は，実行時に元来の命令に
書き換えられることを想定している．N = 2 および N = 3

のどちらの場合においても，Cex の不自然さよりも Cex
の

図 2

保護対象である player モジュール

Fig. 2 player module (protection target).

ついては学習対象としていない．

不自然さの方が大きくなっていることが分かる．このよう

表 2 は，構築した N-gram モデルにおいて，高頻度で出

に，難読化などにより変形されたコードが元来と比べてど

現するオペコード列を示したものである．1-gram，2-gram

の程度不自然になったか，すなわち，コードとしてのもっ

および 3-gram のオペコード（列）単位で，それぞれ出現

ともらしさがどの程度失われたかを N-gram モデルを用い

頻度が高いもの 10 個を示している．数値は全命令（列）数

て定量的に判断する．

に対する割合 [%] を示す．1 命令単位では mov 命令の出現

4. ケーススタディ
4.1 概要
既存の難読化法や最適化法が適用されたコードの不自然

頻度が非常に高く，複数命令単位でも mov 命令を含む命令
列の出現頻度が高い．
今回のケーススタディでは，文献 [1] に例示されている

DRM のプログラムのメディアを再生するモジュール（以

さを提案方法によって評価し，ステルシネスを考察するケー

下，player モジュールとする）を評価対象のコードとした．

ススタディを行った．ケーススタディで用いる N-gram モ

player モジュールのアウトラインを図 2 に示す．player

デルは，オープンソースの 2,030 個のソフトウェア（エディ

モジュールには，アクティベーションコードによりソフト

タ，コンパイラ，ゲームなど）のアセンブリコードをコー

ウェアのライセンスをチェックするルーチン，および，ユー

パスとして用いて構築した．これらのソフトウェアの実行

ザによって与えられるユーザキーとプログラムに埋め込ま

可能ファイルは，生成時のコンパイラやプログラムの最適

れたプレイヤキーによって暗号化されたメディアを復号す

化のレベルは同一であるとは限らないが，すべて x86 系の

るルーチンが含まれている．アクティベーションコードの

アーキテクチャ上で実行される PE（Portable Executable）

チェックは，単純な条件分岐によって行われる．また，復

形式で記述されている．今回のケーススタディでは，実行

号を行うルーチンは，暗号化されたメディアを XOR 演算

可能ファイルのコード領域（.text セクション）に格納さ

を用いて復号する．最適化なしでコンパイルされた場合の

れる命令を Intel 形式のアセンブリコードとして表した場

player モジュールは，60 の命令を含んでおり，それらは

合のオペコード列を学習対象とし，各命令のオペランドに

mov，call，lea，cmp，xor，条件付きジャンプ命令など，
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表 3

評価対象コードのリスト

Table 3 List of evaluation targets.
名称

適用方法種別

Co

なし

命令数

適用内容の概要

60

オリジナルコード（最適化なし）

60

基本的な最適化 [9]

64

高度な最適化 [9]

Copts

58

コードサイズ優先の最適化 [9]

Crep

83

低レベル命令への置き換え [10]

265

インタプリタエンジンの追加 [1]

86

制御フローの平滑化 [11]

Cjunk

85

ジャンク命令の追加 [12]

Ccamf

79

コーパスからランダムに選択された命令でカムフラージュ [13]

Ccamf s

73

Co からランダムに選択された命令でカムフラージュ [13]

227

コード全体の断片化 [14]

Copt1
Copt2

Cinter
Cf lat

Cswap

最適化

静的難読化

動的難読化

Ccrypt

267

コード全体の断片化と暗号化 [14]

Caes

95

AES でコード全体を暗号化

いずれもコーパスにおいて出現頻度の高い命令である．

4.2 評価対象コード
オリジナルのコードを Co として，Co に既存の難読化あ

lea
mov
mov
call

eax, [ebp-4]
[esp+4], eax
[esp], LC1
scanf

るいは最適化を適用することで 12 の評価対象用のコード

R1:

を作成した．各コードの概要を表 3 に示す．いずれの評
価対象コードも，一度 PE 形式の実行可能ファイルに変換

mov
add
mov
mov
add
mov
jmp

(a) 元来のコード

eax, ebp
eax, -4
[esp+4], eax
[esp], LC1
esp, -4
[esp], R1
scanf

(b) 難読化適用後のコード

してから，player モジュールに相当する部分を逆アセン

図 3 低レベル命令への置き換えの例

ブルすることで取得した．表 3 内の「適用方法種別」に

Fig. 3 Example of obfuscation using low-level instructions.

おける静的難読化（static obfuscation）は実行時にコード
領域を書き換えない難読化を示し，動的難読化（dynamic

令，ジャンプ命令，論理演算命令など）に置き換えること

obfuscation）は，実行時にコード領域を書き換える難読化

で，攻撃のエフォートを増大させる．命令の置き換えの例

を示す．命令数はコードを構成するアセンブリ命令の数

を，図 3 に示す．この例では，lea 命令が mov 命令と add

を示す．なお，いずれのコードにも，コーパスに存在しな

命令の組合せに，call 命令が add 命令，mov 命令，jmp 命

かった命令（オペコード）は含まれていなかった．以下に，

令の組合せにそれぞれ置き換えられている．Crep では，保

各評価対象のコードについて説明を加える．

護対象である player モジュール全体について，このよう

Copt1 ，Copt2 ，Copts ：最適化されたコード

な置き換えが行われている．

Copt1 ，Copt2 ，Copts は，いずれも Co を最適化したコー
ドであり，具体的には，gcc [9] の最適化オプションをそれ

Cinter ：インタプリタエンジンを用いた難読化が適用され
たコード

ぞれ-O1，-O2，-Os としてコンパイルした結果得られたも

Cinter は，Collberg らが文献 [1] で示しているインタプ

のである（Co は，コンパイル時に最適化は行われていな

リタエンジンを用いた難読化方法が適用されたコードであ

い）
．Copt1 は，条件分岐表現の効率化などの基本的な最適

る．難読化されたプログラムは，独自の命令セットを解釈

化のみ行われたもの，Copt2 は，Copt1 で行われる最適化方

するインタプリタエンジンが追加されており，保護対象部

法に加えて高度な最適化が行われたもの，Copts は，コー

分がその命令セットを用いた記述に変換されている．保護

ドサイズ優先の最適化が行われたもの（Copt2 で適用され

対象コードを命令の種類を識別するためのデータ列として

る最適化方法のうち，命令数が増えない方法のみが適用さ

表現できるため，攻撃者の理解や自動的な逆難読化を困難

れたもの）である．

にできる．Cinter では，player モジュールにインタプリ

Crep ：低レベル命令へ置き換えられたコード

タエンジンを追加し，player モジュールの処理全体をイ

Crep は，文献 [10] などで村山らによって提案されている
難読化方法が適用されたコードである．この難読化方法で

ンタプリタ用の命令列で記述している．

Cf lat ：制御フローが平滑化されたコード

は，攻撃の手がかりとなりうる特徴的な命令（関数呼び出

Cf lat は，Hohl が文献 [11] で示している制御フローの平

し命令など）を他の複数の基本的な命令（mov 命令，add 命

滑化による難読化方法が適用されたコードである．この方
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mov
pop
cmp
jge
mov

edx
esi, edi
L1
eax, [ebp+12]

T1:

pop
cmp

edx
esi, edi

je
mov

L1
eax, [ebp+12]

mov
図 4

平滑化されたプログラムの例

(a) 元来のコード

Fig. 4 Example of flattened program.

図 5

BYTE [T1], 0x7d

:

:

BYTE [T1], 0x74

(b) 難読化適用後のコード

命令のカムフラージュの例

Fig. 5 Example of instruction camouflage.

法では，命令の実行順序を制御するための変数を導入する
ことで，ループや条件文のネストなどの制御構造を平滑化
し，攻撃者の理解を難しくする．平滑化された C 言語のプ
ログラムの例を，グラフを用いて図 4 に示す．このプログ
ラムは，元来 B0 ，B1 が順に実行された後，B1 の条件分岐
によって B2 か B3 に分岐するという制御の流れであった
が，多方向の分岐文（switch 文）と変数 n を用いて制御構
造が平滑化されている．

Cf lat では，player モジュール全体について，制御フ

図 6

ローの平滑化を行った．

コード断片化の適用例

Fig. 6 Example of Cswap .

Cjunk ：ジャンク命令が追加されたコード
Cjunk は，文献 [12] において Linn らによって提案され

は，Co に出現する命令からランダムに選択された命令に

ている branch ﬂipping と呼ばれる難読化法が適用された

よってカムフラージュされている．

コードである．条件分岐命令を変形することで確保され

Cswap ，Ccrypt ：コードの断片化・暗号化が適用された

る，実際には実行されない領域にジャンク命令を挿入する

コード

ことで，攻撃者の理解や逆アセンブルを困難にする．ここ

Cswap および Ccrypt は，Aucsmith が文献 [14] などで提

では，player モジュールに含まれるすべての条件付きジャ

案している難読化方法が適用されたコードである．Cswap

ンプ命令を変形し，Co からランダムに選択された命令を

は，複数のセルに断片化されており，実行時に決められた

ジャンク命令として一定数挿入した．

セルどうしを XOR 演算することで，実行する処理が順に

Ccamf ，Ccamf s ：命令のカムフラージュが適用された

出現するように変形されている．攻撃者は実行時のどのタ

コード

イミングでセルを調べても，一部のセルを除き，元の状態

Ccamf および Ccamf s は，文献 [13] などで神崎らによっ

のコードを取得できない．図 6 (a) は元来のプログラムを

て提案されている命令のカムフラージュ法が適用された

6 つのセルに分割したものである．セル C0 〜C5 にはそれ

コードである．命令のカムフラージュ法は，任意のアセン

ぞれ基本ブロック B0 〜B5 のコードが格納されている．こ

ブリ命令を別の偽（にせ）の命令で隠す（カムフラージュす

れらのセルに対して難読化を適用したセルの実行前の状態

る）ことで，攻撃のエフォートを増大させる．カムフラー

が図 6 (b) である．これらのセルにおいて C1 ，C4 には元

ジュされた命令は，自己書き換え機構によって実行時の一

来のプログラムと異なる B3 ，B2 がそれぞれ格納されてお

定の期間，元来の命令に書き換えられることで，元来と同

り，C2 には B4 と B5 が XOR 演算された，一見意味を持

じ動作が保証される．命令のカムフラージュの例を，図 5

たないコードが格納されている．C3 にも同様に B0 と B1

に示す．この例では，jge 命令（オペコードのバイナリ値

が XOR 演算されたコードが格納されている．それぞれの

は 0x7d）が je 命令（オペコードのバイナリ値は 0x74）に

セルは上位空間（upper）と下位空間（lower）に分けられ，

カムフラージュされており，mov 命令によって実行時に元

実行時にセルは C0 ，C3 ，C1 ，C4 ，C2 ，C5 の順で上位空間

来の命令に書き換えられる．

と下位空間を交互にジャンプしながらセルの実行を行い，

Ccamf および Ccamf s では，player モジュールの call

セルの実行後には互いの空間どうしで XOR 演算を行う．

命令，cmp 命令，条件付きジャンプ命令（モジュール全体

Cswap では，player モジュール全体について，コード

の約 23%の命令）がカムフラージュされている．Ccamf で

の断片化を行った．また，XOR 演算を行う際に，暗号化・

は，コーパスに出現する命令からランダムに選択された命

復号の処理を加えたものが Ccrypt である．Ccrypt では，実

令によってカムフラージュされているのに対し，Ccamf s で

行中に元の状態となるセルが Cswap より少なくなる．
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Caes ：AES で暗号化されたコード

多くの場合，N の大きさにかかわらず元来のコード Co の

Caes は，AES 暗号（ECB モード，鍵長 128 ビット）に

不自然さと大きな差異が認められなかった．これらのコー

よって暗号化されたコードである．全体が元来の機械語の

ドは基本的に元来の意味が保たれたまま動作の記述の表現

コードを暗号化したデータで上書きされており，実行時

が変えられているにすぎないため，不自然な要素（出現頻

に自己書き換え機構によって元来のコードに復号される．

度の低い命令列）の出現が少なく，元来のコードの自然さ

Caes を逆アセンブルした場合，元来の機械語のコードが暗

が維持されているといえる．最適化されたコードのうち，

号化されたデータを機械語のコードと見なしてアセンブリ

Copts については，不自然さが比較的大きくなっているこ

に変換されるため，コードとしては意味のないものとなる．

とが図 9 などから分かるが，非常に出現頻度の高い mov 命
令を組み合わせる代わりに，
（コードのサイズを小さくする

4.3 結果

ため）スタック操作の命令（push 命令および pop 命令）を

4.2 節で述べた各評価対象コードについて，それぞれの

組み合わせた表現を多く用いているためだと考えられる．

不自然さを，構築した N-gram モデルを用いて求めた．N

静的難読化のうち，Cinter については，インタプリタエン

は，1，2，3 と変化させた．結果を図 7 に示す．最適化の

ジンのコードが含まれることで命令数が多くなっているた

みを適用したコード Copt1 ，Copt2 ，Copts については，元

め，不自然さの評価方法の性質上，不自然さの値が比較的

来のコード Co の不自然さと大きな差異はない．難読化さ

大きくなっている（図 7）が，図 8 および図 9 の結果から，

れたコードのうち，Co と比較して不自然さの値が目立っ

命令数を考慮した場合の不自然さは，一般的なコードの平

て大きいのは，Cinter ，Ccamf ，Cswap ，Ccrypt および Caes

均値に近い値であることが分かる．また，Cjunk について

である．

は，図 8 および図 9 の結果より，命令数を考慮した場合に

図 8 は，各評価対象について，N = 3 の場合における

おいても不自然さは大きいことが分かる．これは，ランダ

コードの命令数と不自然さの関係を示したものである．一

ムに選ばれたダミーの命令が多数挿入されることで，意味

般的なコードの，命令数に応じた不自然さの変化を確認

をなさないコードが多く含まれることになったことが原因

するため，一定の命令数ごとにコーパスから 100,000 個の

と考えられる．

コードをランダムに切り出して取得し，取得したコード群

図 7，図 8 および図 9 の結果から，動的難読化が適用

の不自然さの平均値（Acorpus と表す）と標準偏差（σ と表

されたコードの多くは，不自然なコードとなる傾向が強い

す）を求めた．命令数は 40 から 350 まで 10 刻みで変化さ

ことが分かる．まず，命令のカムフラージュが適用された

せた．図 8 中では，Acorpus を実線で，Acorpus + 2σ およ

Ccamf については，図 7 の結果から，特に N = 2 および

び Acorpus − 2σ の値を点線で示している（最小二乗法によ

N = 3 の場合において不自然さの値が大きくなっているこ

り直線で示している）．オリジナルコード，最適化された

とが分かる．これは，コードの一部がランダムに決められ

コードはいずれも，Acorpus ± 2σ の範囲内に入っている一

た偽の命令で上書きされることで，意味的なつながりが破

方，Cjunk ，Ccamf ，Ccrypt ，Caes といった難読化が適用さ

壊された不自然な命令の組合せが多く出現したためと考え

れたいくつかのコードは，Acorpus ± 2σ の範囲内に入って

られる．Co を構成する命令列から偽の命令を選択すると

いない．

いう条件を付加した Ccamf s の不自然さは，Ccamf と比較

また，図 8 の結果からも分かるように，不自然さ A(C)

して小さくなっている．これは，めずらしい命令が含まれ

はコード C の命令数に大きく依存するため，命令数の異な

ていない Co から偽の命令が選択された結果，Ccamf と比

るコードどうしでは A の値によって不自然さを比較する

較して不自然な命令の組合せが少なくなったためと考えら

のが難しい．そこで，コード C の不自然さ A(C) と前述の

れる．このことは，カムフラージュ法によってコードを難

Acorpus（コーパスから得られたコード群の不自然さの平均

読化するときの偽の命令の選び方の指針として役立つと考

値）との比率 R(C)（コード C の正規化された不自然さ）

えられる．Cswap および Ccrypt についても，機械語レベル

を次式のように定義して，命令数の異なるコードどうしの

での XOR 演算結果によって隠ぺいされている一部のコー

不自然さの比較に用いる．

ドが意味のないコードとなっているため，不自然さが大き

A(C)
R(C) =
Acorpus

(5)

くなっている．Cswap より多くの情報が隠ぺいされ，かつ
暗号化されている Ccrypt は，不自然さもより大きくなっ

図 9 は，各評価対象について，N = 3 の場合における R(C)

ていることが分かる．また，モジュール全体を暗号化した

を示したものである．R(Cjunk )，R(Ccamf )，R(Ccrypt )，

Caes については，不自然さの値は非常に大きくなってい

R(Caes ) が比較的大きな値になっていることが分かる．

る．これは，暗号化されたデータが，コードとして逆アセ
ンブルされることによってまったく意味のない，不自然な

4.4 議論
最適化や静的難読化が適用されたコードの不自然さは，
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図 7

評価対象コードの不自然さ

Fig. 7 Result on the artificiality of the target code fragments.

図 8

不自然さとオペコード数の関係（N = 3）

Fig. 8 Relation between the artificiality and the number of opcodes (N = 3).

味が保たれる変形のみ行われる難読化が適用された場合は，

化のように，元来のコードの意味が破壊されるような変形

元来のコードの自然さが維持され，ステルシネスが高く保

が適用された場合は，不自然なコードとなり，ステルシネ

たれる傾向にあることが分かった．一方，多くの動的難読

スが低くなる，すなわち，保護されていないコードとの区
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図 9 不自然さと Acorpus の比率（N = 3）

Fig. 9 Ratio between artificiality and Acorpus (N = 3).

別がつきやすいコードとなる傾向が強いことが分かった．

5. 「発見の困難さ」の評価に向けての課題

このように，保護機構の発見の困難さを評価するために
は，ステルシネスが低いコード断片の分布状態（不自然な
コードがどのように偏在するか）を考慮し，攻撃者にとっ

以上において提案したコードのステルネシスの数値化方

て「目立つ」コードを推測する方法が必要となると考えら

法を応用して保護機構の発見の困難さの具体的な評価方法

れる．以上のような，ステルシネスの数値化方法を用いて

を検討することは，今後の重要な課題である．

保護機構の発見の困難さを評価する方法について検討・評

提案方法を用いて保護機構の発見の困難さを評価するア

価することは，今後の課題とする．なお，保護機構の発見

プローチとして，プログラムを細かいコード断片（たとえ

の困難さの評価実験を行うためには，攻撃者の解析行為の

ば基本ブロック単位）に分割し，それぞれのコード断片の

特徴を考慮してプログラムを適切に分割する方法（ステル

ステルシネスを測定・比較することで，保護機構（保護さ

シネスを測定する単位の決定方法）や，コードの規模に依

れた部分）が，保護されていない部分と比べてどれだけ攻

存せずにステルシネスを比較できる指標（コードの命令数

撃者に目立ち，発見されやすいかを相対的に評価する方法

によって正規化された不自然さなど）を検討することも重

があげられる．たとえば，全体が「自然」であるプログラ

要であると考えられる．

ムに含まれるあるコード断片が，ランダムな命令でカムフ
ラージュ [13] されることで命令の意味的なつながりが破壊

6. 関連研究

され，他のコード断片よりステルシネスが低くなった（不

保護されたソフトウェアの解析の困難さを定量的に評価

自然さの値が大きくなった）場合，そのコード断片は攻撃

する方法として，プログラムの複雑度メトリクスを用いた

者に発見されやすいと評価できる可能性がある．一方，プ

方法 [15] やキューベースのメンタルシミュレーションを

ログラムの大部分が暗号化され，プログラムに含まれる

用いた方法 [16] が提案されている．これらの方法が，プロ

コード断片のほとんどが不自然になっているような場合に

グラムの理解に要するコストの評価を行っているのに対

は，復号処理などを行う保護機構は，かえって自然なコー

し，提案方法はプログラム中の保護機構の発見に要するコ

ドである方が，攻撃者に目立ち，発見されやすいと評価で

ストと密接な関係がある，コードのステルシネスの評価を

きる可能性がある．

試みている．また，共通鍵ブロック暗号が用いられたプロ

c 2014 Information Processing Society of Japan


1013

情報処理学会論文誌

Vol.55 No.2 1005–1015 (Feb. 2014)

グラムについて，復号鍵の導出の困難さをランタイムデー

くする傾向が強いことが分かった．

タ（スタックメモリ）の監視 [17] や，命令の実行系列の差

今後の課題として，5 章で述べた保護機構の発見の困難

分 [18] を用いて評価する方法が提案されている．攻撃者が

さの評価に向けた課題のほか，オペコードだけではなく，

秘密情報を入手するコストを評価するという点では提案方

オペランドを含めた命令列を対象にした場合や，異なるソ

法と関連があるが，提案方法は評価対象をブロック暗号が

フトウェア群をコーパスとして構築した言語モデルを用い

用いられたプログラムに限定しない．

た場合についてケーススタディを行うこと，プログラムを

加えて，文献 [3] のサーベイでは，既存の動的難読化の

動作させながら取得したコードの実行系列に対するステル

性能について visibility（どの程度の割合で保護されている

シネスを評価すること，隠れマルコフモデルを用いるなど，

か）
，exposure（実行時にどの程度の期間，元来のコードが

N-gram とは異なるアプローチでステルシネスを評価した

露見するか）といった指標を用いて論じられているが，本

場合の結果との比較を行うことなどがあげられる．

論文とは評価の観点が異なっている．
さらに，TF-IDF によって測定されたコードの出現頻度

謝辞 確率的言語モデルについてご助言くださいまし
た，熊本高等専門学校人間情報システム工学科藤井慶准教

（特徴）に基づいてステルシネスを考察した研究がある [19]．

授に感謝いたします．また，プログラムの暗号化に関する

この研究が単純なコードの出現頻度に基づいて「めずらし

ケーススタディについてご助力くださいました，奈良先端

い」コードを分析しているのに対し，提案方法では，N-gram

科学技術大学院大学情報科学研究科坂口英司氏に感謝いた

モデルによって得られる文脈が考慮されたコードの不自然

します．

さから保護機構のステルシネスを評価している．
機械語（アセンブリ）レベルのコードの特徴を確率・統

本研究は JSPS 科研費（課題番号 24700039）の助成を受
けたものです．
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