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分岐命令のカムフラージュに基づく
プログラムの制御フローの隠ぺい

村上 隼之助1 神崎 雄一郎1 門田 暁人2

概要：本研究では，プログラムの制御フローの解析を困難にする動的難読化方法について検討する．提案
方法の目的は，命令のカムフラージュ法を用いてプログラムに含まれる分岐命令を非分岐命令でカムフ

ラージュすることでプログラムの制御フローを隠ぺいし，プログラムに対する不正な解析を困難にするこ

とである．ケーススタディでは，提案方法によって難読化された 4種類のプログラムに対し，制御フロー

グラフの取得や，シンボリック実行による解析を試みる実験を行い，結果について考察する．
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A Dynamic Obfuscation Method for
Hiding Control Flows of the Program
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Abstract: In this paper, we propose a dynamic obfuscation method which aims to make control flow analysis
difficult. The goal of the proposed method is to hide the control flow of a program by camouflaging branch
instructions in the program with non-branch instructions. In the case study, we examine the control flow
graphs of the programs obfuscated by the proposed method, using a program analysis tool. We also review
the result of a symbolic execution attack on the obfuscated programs.
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1. はじめに

MATE攻撃 (Man-At-The-End攻撃)，すなわち，ソフ

トウェアの実行可能コードを物理的に所有するエンドユー

ザがソフトウェアの機能を解析・改ざんする攻撃 [1]を困

難にする方法として，プログラムの難読化が広く用いられ

ている．Collbergらのサーベイ [2]にあるように，多様な

MATE攻撃に対して，従来様々な難読化方法が提案されて

いる．
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難読化によって保護されたソフトウェアに対して行われ

る典型的なMATE攻撃は，逆アセンブラやデバッガなどの

ツールを用いて攻撃者がプログラムの流れを理解しながら

解析する攻撃である．コードの平滑化や仮想化 [3]のよう

に，プログラムの制御構造を攻撃者にとって理解しにくい

ものに変形することは，この攻撃に対する主要な難読化の

アプローチの 1つとなっている．また，近年，シンボリッ

ク実行などを用いた自動的なMATE攻撃が行われること

が報告されている [4]．プログラムの特定の箇所に実行が

到達する入力条件をシンボリック実行によって自動的に求

める攻撃がその一例である．この場合，シンボリック実行

が効率良くプログラムを解析できないようにプログラムの

制御構造を変形することが求められる．

本研究では，攻撃者が逆アセンブラやデバッガなどによ
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る手動の解析だけでなく，シンボリック実行による自動的

な解析を用いるという想定のもと，プログラムの制御フ

ローを隠ぺいすることで，攻撃を困難にする難読化方法を

検討する．提案方法は，命令のカムフラージュ法 [5]を用

いてプログラムに含まれる分岐命令の存在を非分岐命令で

カムフラージュすることで，元来の制御フローグラフの取

得やシンボリック実行による解析を困難にすることを目

指す．ケーススタディでは，提案方法によって難読化され

た 4種類のプログラムを対象に，プログラム解析ツールに

よって制御フローグラフを取得する実験や，シンボリック

実行ツールによってプログラムの特定の箇所に到達する入

力値の取得を試みる実験を行い，提案方法の効果について

確認する．

関連研究として，Banescuらは，既存の静的難読化方法

が適用されたプログラムについて，シンボリック実行に

対する耐性を解析に要した時間に基づき評価・議論してい

る [6]．一方，本研究では，制御フローを実行時に変形する

動的難読化 (実行時にコード領域を書き換える難読化)が適

用されたプログラムに対するプログラム解析ツールやシン

ボリック実行のツールの振舞いを確認し，議論する．

2. 提案方法

提案する難読化方法は，命令のカムフラージュ法 [5]を用

いてプログラム (難読化対象のアセンブリコード)に含まれ

る分岐命令を非分岐命令でカムフラージュすることで，プ

ログラムの制御フローを隠ぺいし，プログラムの解析を困

難にする．本研究では，分岐命令は条件付きジャンプ命令

(例えば jne命令) および無条件ジャンプ命令 (jmp命令)

を指し，非分岐命令は分岐命令以外の命令を指すものとす

る．なお，本論文では，説明のための例として，Intel x86

系 CPUを想定し，アセンブリコードは Intel形式によって

示す．

提案方法は，難読化対象となるアセンブリコードに含ま

れる 1 つ以上の分岐命令について，非分岐命令による上

書きと自己書き換えルーチンの挿入を繰り返すことで，難

読化されたプログラムを得る．いま，難読化対象となる

アセンブリコードを A，Aに含まれる n個の分岐命令を

b1, b2, . . . , bn とし，i番目の分岐命令 bi を，(一連の)非分

岐命令 ci と自己書き換えルーチン Ri によって隠ぺいする

手順を次に述べる．

(Step 1) 非分岐命令による上書き 非分岐命令 ci を決定

し，biを ciによって上書きする．ciは複数の命令で構

成されてもよい．

(Step 2) 自己書き換えルーチンの生成 実行時に ciを bi

に書き換えるための自己書き換えルーチン Riを作る．

具体的には，ciによって上書きされたアドレスに，mov

命令などを用いて biのバイナリコードを書き込むアセ

ンブリコード片を生成する．
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図 1: 提案方法による難読化の例

(Step 3) 自己書き換えルーチンの挿入 プログラムの制

御フローを考慮して，Aの適切な位置に Ri を挿入す

る．挿入位置の決定は，命令のカムフラージュ法にお

ける自己書き換えルーチンの位置決定のアルゴリズ

ム [5]に従う．なお，一度復元された命令を再度実行

時に隠ぺいするルーチンを挿入することで，元来の分

岐命令がメモリ上に現われる期間を短くすることがで

きる．

提案方法による難読化の例を図 1に簡単に示す．(a)は

難読化前のアセンブリコード，(b)は難読化後のアセンブ

リコードである．難読化前のアセンブリコードには，2つ

の分岐命令 jneおよび jgeが含まれている．この例では，

この 2命令が非分岐命令である addおよび movでそれぞ

れ上書きされている．それらの命令は，実行に到達する前

に，mov命令で構成される自己書き換えルーチンによって

元来の分岐命令に書き換えられる．

3. ケーススタディ

3.1 概要

提案方法に基づく難読化を任意の C言語のソースコード

に対して自動的に適用するツールを試作した．本章では，

実装したツールを用いて提案方法の有効性に関するケース

スタディを行う．具体的には，難読化されたプログラムが

正常に動作することを確認した上で，(1) 難読化の前後で

プログラム解析ツールによって得られる制御フローがどう

変化するか，(2) 難読化の前後でシンボリック実行ツール

による解析の結果がどう変化するか，の 2点を実験を通し

て確かめ，結果について考察する．

ここで難読化対象とするプログラムは，Pfact，Pcollatz，

Pcheck，Prand の 4つであり，いずれも C言語で記述され

ている．シンボリック実行によって解析を行う都合上，各
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void fact(int x) {

int d, q;

while (x >= 4 && x % 2 == 0)

x /= 2;

d = 3; q = x / d;

while (q >= d) {

if (x % d == 0) {

if(d == 5) win();

x = q;

} else d += 2;

q = x / d;

}

lose();

}

図 2: 実験対象のプログラムの例 (Pfact )

プログラムは特定の入力条件を満たしたときに win関数が

呼び出されるようにしている．各プログラムの概要を次に

示す．

Pfact : 入力された値を素因数分解する．特定の素因数を

持つ値が入力された場合に win関数に到達する．

Pcollatz : 入力された値を初期値として，コラッツ予想の

計算を行う．計算過程で特定の値が現れる初期値が入

力された場合に win関数に到達する．

Pcheck : 簡単なライセンスチェックのルーチンを模した

プログラムであり，入力された値と事前に定められた

定数値との比較を行う．入力値と定数値が一致した場

合に，win関数に到達する．

Prand : 入力された値をシードとして，線形合同法による

乱数生成を一定回数行う．特定の値が出現する乱数の

シードが入力された場合に，win関数に到達する．

なお，各プログラムの実装にあたって，Pfact，Pcollatz お

よび Prand については文献 [7]を，Pcheck は文献 [8]を参

考にした．プログラムの例として，Pfact のソースコードを

図 2に示す．このプログラムでは，引数として渡される入

力値 xが例えば 35であるとき，win関数に到達する．

これらのプログラムに対し，試作したツールを用いて提

案方法による難読化を適用した．今回のケーススタディで

は，議論を行いやすくするため，プログラム中のすべての

分岐命令をカムフラージュすることとし，分岐命令をカム

フラージュする命令を，nop命令 (の組合せ)とした．難読

化された各プログラムは，難読化前と同じように正常に動

作することを確認した．

なお，実験はDebian GNU/Linux 8上で行った．実験対

象のプログラムのコンパイルにはGCC 4.9.2を用い，ELF

のフォーマットに従った実行可能ファイルを生成した．

3.2 制御フローグラフの取得に関する実験

ここでは，バイナリプログラムの解析ツールとして広く
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図 3: 難読化前の制御フローグラフ

用いられている IDA*1(バージョン 6.95)を用いて，難読化

後のプログラムの実行可能ファイルから得られる制御フ

ローグラフが難読化前と比較してどのように変化するかを

検討する．

各プログラムの難読化前の制御フローグラフの概観を

図 3に示す．これらは，IDAによる制御フロー解析の結

果をもとに描画したものである．基本ブロックが条件分岐

に従って分かれて示されており，おおまかなプログラムの

制御の流れを把握できるため，プログラムの理解の助けと

なる．一方，Pfact を難読化した後の制御フローグラフは

図 4のようになった．制御フローから，分岐がなくなって

いることがわかる．Pfact 以外のプログラムについては掲

載を省略するが，いずれも分岐は見られなかった．ただ，

カムフラージュされた分岐命令が命令ではなくデータとし

て認識されるためにコードが分断され，分岐のない複数の

グラフに分かれるものもあった．提案方法の適用によって

分岐命令が非分岐命令で上書きされたことで，静的な解析

では制御の流れを正しく把握できなくなっていることがわ

かる．

3.3 シンボリック実行による解析に関する実験

次に，難読化の前後でシンボリック実行による解析の結

果がどう変化するかを実験を通して検討する．ここでは，

いずれのプログラムも，3.1で述べた win関数を呼び出す

ための入力値を求めることを解析のゴールとする．シンボ

*1 IDA: https://www.hex-rays.com/products/ida/
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図 4: Pfact の難読化後の制御フローグラフ

リック実行による解析には，angr*2 (バージョン 7.7.12.16)

を用いた．また，解析においては常に，自己書き換えコード

に対応して解析を試みる support_selfmodifying_code

オプションを有効にした．

対象となるプログラムに対して，まず，難読化前の状態

で angrによる解析を行った．その結果，オーバーフロー

した値を含むものの，すべてのプログラムで正しい (win

関数に到達する)入力値が得られた．次に，各プログラム

を提案方法で難読化し，angrによる解析を行った．その結

果，いずれのプログラムについても，間違った入力値を出

力した．シンボリック実行では，プログラムの制御構造を

もとに到達目標までのパスと入力条件を求めるが，提案方

法によってすべての分岐命令が非分岐命令に置換されたこ

とで，本来は何らかの条件によって分岐が行われるはずの

箇所を分岐せず通過する (ここでは，どのような入力値で

も win関数に到達する)と解釈したために，正しい入力値

を求めることが出来なかったと考えられる．

加えて，Pfact (図 2) について，すべての分岐命令でな

く，1つの分岐命令 (「if(d == 5)」の条件分岐に相当す

る jne命令)のみをカムフラージュするように提案方法を

適用した．元来の Pfact の win関数が呼び出される入力条

件 (Corig とする)は，入力の値の素因数が 5とそれ以上の

数を含むときである．一方，カムフラージュされた状態で

の win関数を呼び出すための入力条件 (Ccamf とする)は，

自己書き換えを検出できない限り「3以上の素因数を 2つ

以上持つ値 (例えば，57= 3× 19)」となる．このプログラ

ムに対して angrによる自動解析を試みたところ，入力条

件 Ccamf を満たすが，入力条件 Corig は満たさない値 (win

関数に到達しない入力値)が求められた．このことからも，

angrはカムフラージュされた状態のコードの制御フローに

従って入力条件を求めていることがうかがえる．

今回の 4つのプログラムと 1つのシンボリック実行ツー

ルを対象にした範囲内では，提案方法によって，シンボリッ

*2 angr: http://angr.io/

ク実行による解析が困難になったといえる．シンボリック

実行ツールが制御の流れの動的な変化に対応して入力条件

を得ることが可能な場合，提案方法のような動的難読化が

適用されていても正しい解析結果を求められる可能性があ

る．このようなシンボリック実行の実装に関する調査につ

いては今後の課題とする．

4. おわりに

本研究では，命令のカムフラージュ法を用いてプログラ

ムの制御フローの解析を困難にする動的難読化方法につい

て検討した．ケーススタディでは，提案方法によって難読

化された 4 種類のプログラムに対して，プログラム解析

ツール IDAによる制御フローグラフの取得や，シンボリッ

ク実行ツール angrによる解析を試みる実験を行い，結果

について考察した．実験結果から，提案方法によって元来

の制御フローグラフが静的な解析に対して隠ぺいされるこ

と，また，シンボリック実行による解析への耐性が高くな

る可能性があることがわかった．今後の課題として，他の

プログラムやシンボリック実行ツールを対象にした場合

や，既存の静的難読化 (例えば，opaque predicate，コード

の平滑化や仮想化 [3]) を組み合わせた場合について実験を

行うことが挙げられる．
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