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自己隠蔽挙動に基づいたIoTボットの振る舞い検知

田島 裕也†1,a) 小出 洋†2,b)

概要：本研究では IoTボットの検知を効率的に行い，かつ誤検知が少なくなる方式を提案する．マルウェ
ア検知で一般的なパターンマッチングは未知ボットや暗号化ボットは検知することが出来ない．これらの
ボットを検知することができる手法としてビヘイビア法が存在するが，誤検知が多いことや，ボット自体が
他のマルウェアに比べて目立った挙動を起こさず，且つ自己の存在を隠蔽しようとするため検知しづらい
といった問題がある．本研究ではこれらのボットに対するビヘイビア法の課題を解決するため，自己の存
在を隠蔽する挙動を逆用した検知手法を提案し，検査プログラムを実装し，有効性を実験により確認した．

キーワード：コンピュータウイルス，侵入検出・検知，セキュア設計・実装

IoT bots detection based on stealth-behavior

Abstract: In this research, we propose a method to efficiently detect IoT bots and reduce false detections.
General pattern matching cannot detect unknown bots or encrypted bots in malware detection. Behavioral
methods exist that can detect these bots. However, there are many false positives, and the bots themselves
do not behave more clearly than other malware, and try to conceal their existence. Therefore, there is a
problem that it is difficult to detect. In this study, in order to solve the problems of the behavior method
for these bots, we proposed a detection method that reverses the behavior of concealing the existence of self,
implemented an inspection program, and confirmed its effectiveness by experiments.
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1. はじめに
本研究では，サイバー攻撃から情報システムを守ること

を目的とし，その一つの手段として，IoTボットの検知を
効率的に行い，かつ誤検知が少なくなる方式としてボット
の特徴的な自己の存在を隠蔽する挙動に基づいた検知方
式を提案する．提案方式に基づいて検査プログラムを作成
し，実際のマルウェアと正規プログラムを対象に実験を行
い，提案方式が有用であることを確認した．
インターネットをはじめとした情報システムの発展は多

種多様なサービスを生み出し，人々に多くの価値をもたら
してきた．しかしその一方で，その技術を悪用する者も存
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在し，不正アクセスや情報漏洩，迷惑メール，サービス妨
害などのサイバー攻撃による被害は多発している．以前は
このような犯罪は自己顕示目的や愉快犯によるものが多
かったが，現在ではビジネスとして不正な活動が行われて
いる [1]．マルウェアをはじめとする電子的な攻撃はサー
ビスとして売買されており，これらを防ぐ事は社会におい
て非常に重要な課題である．
攻撃者は一般的にマルウェアを用いて攻撃を行うが，特

に近年顕著なのがボット [2]による被害である．ボットと
は，他人のコンピュータをマルウェアに感染させることで
乗っ取り，そのコンピュータをネットワーク（インターネッ
ト）を通じて外部から操ることを目的として作成されたプ
ログラムである．ボットは他人のコンピュータに感染する
と外部からの指示を待ち，与えられた指示に従ってスパム
メール送信活動やネットワーク感染活動などを実行する．
同一の指令サーバの配下にある複数のボットは，ボット

ネットと呼ばれる．攻撃者はボットネットを使って一斉に
任意の対象に攻撃を仕掛けることが可能であるが，ボット
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はパソコンやスマートフォンなどの従来のインターネット
接続機器だけでなく，現在爆発的に増加している IoTデバ
イス [3]にも感染することがあるため，非常に大きなネッ
トワークを形成することができる．こうした事から，ボッ
トは大規模で破壊的な攻撃が可能な凶悪なマルウェアであ
ると言える．
さらに，ボットによる被害の拡大の理由として，ボット

の総数の爆発的な増加がある．この増加は，ボットを始め
とするマルウェアの亜種を簡単に作成できる環境が存在
していることが原因と考えられる．攻撃者はマルウェアの
ソースコードや ZeuS[4]などと言ったマルウェア作成ツー
ルキットを元に専門的な知識を持たずにマルウェアの亜種
を作成することができ，特にツールキットは 1つのボット
から数百から数千の亜種ボットを作成できるようになって
いる．これらを利用して，攻撃者は攻撃を行っている．
ボットを始めとするマルウェアの検知の手法は，大きく

3つに分類できる．3つの検知手法の特徴を表 1に示す．
マルウェアの検知では一般にパターンマッチング [5], [6]と
呼ばれる手法を用いて行われる．これはアンチウイルスソ
フトで多く採用されている手法であるが，事前にマルウェ
アを静的に解析してシグネチャを収集しておき，検査時に
対象のファイルにそれが含まれるかどうかを静的に検査
する方法である．この方法は既知のマルウェアに有効で，
誤検知が起こりにくい手法であると言えるが，未知のマル
ウェアは既知のマルウェアに存在するシグネチャを有し
ていないこともあるため検知することが難しい．先ほど述
べた通り，亜種マルウェアが大量に生産されている現在で
は，パターンマッチングで検知できるマルウェアは一部に
限られるのに加えて，暗号化処理など既知のマルウェアで
もパターンマッチングを回避する手段があるため，パター
ンマッチングだけで全てのマルウェアを検知する事は非常
に困難である．
未知のマルウェアを検知する手法としてパターンマッチ

ングではなく，マルウェアの挙動に対するヒューリスティッ
ク法がある．事前にマルウェアを挙動という観点から解析，
マルウェアらしい振る舞いとを定義し，検査時に定義した
振る舞いと検査対象の振る舞いを比較する．ヒューリス
ティック法には静的に解析を行う静的ヒューリスティック
法 [7], [8]と，動的に解析を行うビヘイビア法 (動的ヒュー
リスティック法)[9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]の 2つが
ある．
静的ヒューリスティック法は逆アセンブルにより生成し

たプログラムコードを解析し，対象がマルウェアらしい振
る舞いをすると判断された場合，悪性と検知する．この手
法ではあくまでプログラムコードによる振る舞いに着目し
ているため，亜種毎のバイナリの変化に影響されず，未知の
マルウェアにも対応できる．しかし，マルウェアには解析
回避のために難読化処理や暗号化処理を行われているもの

も存在し，そのようなマルウェアは静的ヒューリスティッ
ク法で検知するのには限界がある [16]．
一方で，ビヘイビア法は静的ヒューリスティック法と同

様に未知のマルウェアも検知できる他に，動的解析である
ため難読化処理を施されたマルウェアも検知できるといっ
た大きな利点があり，次世代のマルウェア検知手法として
様々な研究が行われている．
ビヘイビア法の研究には大きく分けて 2つのアプローチ

が存在する．1つが機械学習による検知であり，もう 1つが
ルールベースによる検知である．機械学習によるアプロー
チは様々な研究があり [11], [12], [13], [14], [15]，特に [15]

では未知検体を最高で 96.8%の正解率でマルウェアである
かどうかを判定することに成功したことなどから，効果的
なマルウェア検知手法であると考えられる．しかし，学習
に大きなデータが必要なことや，新しいデータを追加学習
させる場合，全データを再学習させる必要があるなど検知
に必要なコストが高いことが非常に難点である．前述の通
り未知ボットの多くは既存ボットの亜種であるため，一部
のボットの特徴を抽出し，それをルールベースで検知する
アプローチの方が IoTボットの検知には適しているので
はないかと考えられる．ルールベースによるアプローチに
も誤検知が多いという問題がある．[10]はワームらしい挙
動である自己複製挙動に着目した研究であるが，この自己
複製挙動はマルウェアの感染のための主となる挙動である
が，正規プログラムにおいてもインストーラやアンインス
トーラで見られるため誤検知が発生してしまう．また，い
くつかのボットは自らの感染や攻撃を円滑に行うために，
自己の存在を隠蔽する挙動を行う．このような機能によ
り，ボットは目立った挙動をあまり起こさないため，これ
までに提案されてきた，被害に直接繋がるような危険な振
る舞いを検知するビヘイビア型のマルウェア検知では感染
に気づくことが困難になっていることもボットに対するビ
ヘイビア法の共通の課題として挙げられる．
そこで本研究では，ボットの自己隠蔽挙動に着目し，こ

れらをルールベースで検知する手法を提案する．自己隠蔽
挙動を検知するため，前述の共通の課題を解決できる他，
自己隠蔽挙動は正規プログラムでは起こりにくいと考えら
れるため，誤検知の削減も期待できる．自己隠蔽挙動に関
する調査や研究は今までいくつか行われているが，それを
逆用して対策に繋げるアプローチは比較的少ない．
ハニーポットとマルウェア配布サイトより入手した実際

のボットの挙動を解析し得られた，自己の実行ファイルを
削除する挙動と自己のプロセス名を変更する挙動，既存の
コマンドを置き換える挙動の 3つに着目し，それらをシス
テムコールを監視することで検知する検査プログラムを
Linux上で作成した．その後，この検査プログラムを用い
て，既知のボットと正規プログラムに対して実験を行い，6
種類中 5種類のボットを検知し，正規プログラムに関して
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は誤検知は発生しなかった．また検知できなかった 1種類
のボットに関しても，システムコール列には現れない自己
隠蔽挙動を行っており，自己隠蔽挙動に基づく振る舞い検
知という本提案方式においては検知できることが分かった．
以下，２章では本研究の位置づけと既存研究とその課題

について述べる．３章では提案方式について述べ，４章で
実装方法，５章では作成した検査プログラムを用いた検知
実験と結果から得られた考察について述べる．最後に６章
でまとめを行う．

2. 既存研究と本研究の位置づけ
マルウェアの検知を，その振る舞いに着目して行うビヘ

イビア法の研究には，マルウェアらしい振る舞いを事前に
定義して検知を行うルールベースの検知と，マルウェアの
振る舞いや正常プログラムの振る舞いの片方，もしくは両
方を学習アルゴリズムによって学習し，検知を行う機械学
習ベースの検知がある．本章では，それぞれの手法のこれ
までの研究とその課題，そして本研究の位置づけについて
述べる．

2.1 ルールベースによる検知
あらかじめ定義しておいたマルウェアらしい振る舞いを

行ったプロセスを検知する取り組みの一つとして，マル
ウェアのセキュリティ無効化攻撃を逆用した検知 [9]があ
る．これはアンチウイルスソフトウェアやファイアウォー
ルなどのセキュリティソフトウェアのプロセスを強制終了
させるマルウェアの振る舞いを検知するものであり，いく
つかの種類のマルウェアの検知に成功している．
また，ワームの拡散機能を逆用した検知 [10]では，ワー

ムの，自己のファイルを読み，通信 APIに出力するという
動作のうちの自己のファイルを読むという挙動に着目し，
検知を行っている．しかし，一部のアプリケーションのイ
ンストーラ，アンインストーラでは自己のファイルを読む
挙動が観測されるため，誤検知の原因となる．

2.2 機械学習を用いた検知
機械学習を用いた検知の一つに，プロセスが発効したシ

ステムコールの列の N-gram を用いる検知 [11], [12] があ
る．この検知において，N-gramとはあるプロセスによって
実行されたシステムコール列の長さ N の部分列のことで
ある．訓練モードにおいてシステムコールの N-gramを記
録しながらアプリケーションを実行し，その記録を元にア
プリケーションの正常な動作を表現する規則を作成する．
そして，検査モードにおいて規則と照らし合わせながらア
プリケーションを実行し異常を検知する．これは通常時の
プロセスの振る舞いを定義する事で異常を検知する方式で
あるため，ルールベースの検知のように過去のマルウェア
の特定の振る舞いに対する知識が必要でなく，また，簡単

な定義であるためリアルタイムでの監視にも実装しやすい
という利点がある．しかし，N の値が小さいため，長いス
パンで現れるシステムコール間の関係を捉えられないとい
う欠点がある．そこで，[11]では N の値を 5と 6，11と
して実験を行っていたが，後続の研究 [13]では，可変長の
N-gramを用いる方式を提案しているものも存在する．ま
た，別の方法として，システムコールシーケンスの解釈に
有限オートマトンを用いる検知 [14] がある．この方法は
N-gramでは検知できないような長いシーケンスでの異常
を検知することが可能である．上記の二つの検知方式は，
アプリケーションごとに正常動作データが必要となるた
め，学習のコストが高いと言える．
機械学習を用いた未知マルウェアの検知には，既に非常

に高い検知精度の結果を導き出している研究も存在する．
[15]は同手法を用いて，未知検体を最高で 96.8%の正解率
でマルウェア かどうか判定することに成功している．し
かし現在一般的なバッチ処理型の機械学習は，新しいデー
タを追加学習させるには全データを再学習させる必要があ
る．マルウェアが大量に生産されている今日では，学習コ
ストが高くなる可能性が高い．

2.3 本研究の位置づけ
機械学習を用いた検知方式は非常に効果的な検知手法

であると言えるが，学習コストの面で問題がある．未知の
IoTボットの多くは既存のボットの亜種であり，その挙動
は似ていることが多いため，現段階では学習コストのかか
る機械学習による検知より，ルールベースによる検知の方
が既存のシステムに実装しやすいため，この場合では優れ
ていると考えられる．ルールベースによる検知では，問題
点として主に誤検知の多さが考えられる．正規プログラム
においては，特にインストールとアンインストールの挙動
がマルウェアの挙動と似ているため，誤検知に繋がる．さ
らに両アプローチ共通の課題として，ボットは指令サーバ
から命令が送られてくるまで目立った挙動を起こさず，さ
らに自己の存在を隠蔽する処理を行うため、ビヘイビア法
では検知しづらいことも挙げられる．
これらの課題を踏まえ，本研究では前述した自己の存在

を隠蔽する挙動を逆用し，ルールベースで検知を行う方式
を提案する．自己隠蔽挙動は正規プログラムでは現れない
ため，課題である誤検知も発生しないと考えられる．これ
らの隠蔽テクニックに関する調査はいくつか行われている
が，それを逆用して対策に繋げるアプローチの研究はまだ
少ない．

3. 提案方式
本章では，ボットの自己を隠蔽する挙動を逆用するボッ

ト検知手法のコンセプトについて述べる．
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表 1 マルウェア検知手法．
Table 1 Malware detection method.

手法 検知方法 未知マルウェア 暗号化マルウェア
パターンマッチング法 静的なシグネチャ検知 × ○
静的ヒューリスティック法 静的な振る舞い検知 ○ ×
ビヘイビア法 動的な振る舞い検知 ○ ○

3.1 自己隠蔽挙動
ボットは感染時，以降の不正な活動を円滑に行うために

自己の存在や痕跡を削除，隠蔽することが多い．具体的な
手法として，自己の実行ファイルを削除する挙動（自己ファ
イル削除）と自己のプロセス名を変更する挙動（プロセス
名変更），および netstatや psコマンドといった不正な活
動を突き止めるための第一手段となるようなコマンドの実
行ファイルを別のプログラムの実行ファイルに置き換える
挙動（既存コマンド置き換え）がある．これらは，ハニー
ポットとマルウェア配布サイトより入手した実際のボット
を仮想環境上で，プログラムが使用するシステムコールと
受け取るシグナルを監視することのできる straceをとい
う Linuxのデバッグユーティリティを用いて実行し，出力
されたシステムコール 列を解析することで得られた．本
提案手法では，自己隠蔽挙動として定義された，自己ファ
イル削除，プロセス名変更，既存コマンド置き換えの 3つ
の挙動を検知する．以下で自己隠蔽挙動のそれぞれの説明
を述べる．
3.1.1 自己ファイル削除
これはMirai[17]を解析することで得られた特徴である．

ボットを始めとするマルウェアの感染は，実行ファイルを
対象コンピュータにダウンロードさせ，自動実行もしくは
ユーザにより実行で開始する．Miraiは検知や解析を困難
にするために，実行直後に自分自身の実行ファイルを自ら
削除する挙動を行う．これらのボットらは，自己ファイル
削除のために，unlink（"{自己ファイルの path}"）シス
テムコールを使用していた．実行ファイルを削除しても，
プログラム自体は既にメモリにロードされているため，実
行中のボットには何も影響は出ないが，コンピュータの
電源を落としてしまうと，基本的にプロセスも終了する
ためMiraiは活動できなくなり，感染の証拠も失われる．
unlinkシステムコール自体は，正規プログラムにおいて
非常に高頻度で発行されるが，そのプロセスの発行元を自
ら削除することは，悪性プログラム特有のものであると仮
定し，この自己ファイル削除という挙動をボットらしい自
己隠蔽挙動として定義づけた．
3.1.2 プロセス名変更
これはMiraiを解析することで得られた特徴である．ps

コマンドなどで現在動作しているプロセスを表示する事で，
不審なプログラムが動作している事に気づくことが可能な
ことは多い．それを回避するためにMiraiはプロセス名を

prctl（PR SET NAME, "{ランダムな文字列 }"）を使用し
て変更する．プロセス名変更を行う事で不正なプロセスの
活動を隠す事や，そのプロセスの元となるファイルの存在
を隠す目的があると考えられる．この挙動は，正規プログ
ラムでは起こり得ない挙動であるため，誤検知に繋がらな
いと考えられるためボットらしい自己隠蔽挙動として定義
づけた．
3.1.3 既存コマンド置き換え
3.1.2項のプロセス名変更では不正なプロセスの名前を

変更して表示させる挙動であったが，そもそも不正なプ
ロセスなどを表示させないようにする挙動が BillGates

Linux Botnet と呼ばれるボットで見られた．具体的に
は，netstat, lsof, ps, ss のコマンドによって実行され
るファイルを自身の実行ファイルに置き換える事で，それ
らのコマンドから不正な活動が露見することを妨害してい
た．BillGates Linux Botnetが置き換える実行ファイル
のリストを表 2に示す．今回はこの中で，/bin/netstat,

/bin/lsof, /bin/ps, /bin/ssを置き換えが起こった際に
検知する．置き換えには BillGates Linux Botnetは cp

を用いて行なっているが，本研究では cpを実行する際に
呼び出される，unlink（"{コピー先 path}"）をボットら
しい自己隠蔽挙動として定義づけた．これらの挙動は正規
プログラムでは起こり得ない挙動であるため，誤検知につ
ながらないと考えられる．

3.2 検知方法
3.1項で述べたように，ボットは侵入活動で自己の存在

を隠蔽するために挙動が見られることがあり，この挙動を
逆用することで検知することが可能であると考えられる．
また，ボットは一つのソースコードから大量に亜種が生産
されるため，自己隠蔽挙動は亜種間で引き継がれる可能性
があることも考えられる．そこで，ボットのシステムコー
ルを監視し，事前に定義したシステムコールを行なったプ
ロセスを悪性だと判断する検知手法を提案する．判断基準
となるシステムコールの種類とその引数を表 3に，検知の
フローチャートを図 1に示す．
システムコールの監視にはシステムコールフックを用い

た．フックの具体的な手法は次章の実装で述べる．

4. 実装
提案方式の有用性を評価するため，IoTボットの自己隠
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表 2 BillGates Linux Botnet が置き換えるコマンド．
Table 2 Commands that BillGates Linux Botnet replaces.

実行ファイル 動作
/bin/netstat ネットワーク接続状態やソケット/インターフェイスごとのネットワーク統計などの表示
/bin/lsof オープンしているファイルの一覧の表示
/bin/ps 実行されているプロセスの一覧の表示
/bin/ss ネットワーク通信で利用するソケットの情報などの表示
/usr/bin/netstat /bin/netstat と同じ
/usr/bin/lsof /bin/lsof と同じ
/usr/bin/ps /bin/ps と同じ
/usr/bin/ss /bin/ss と同じ
/usr/sbin/netstat /bin/netstat と同じ
/usr/sbin/lsof /bin/lsof と同じ
/usr/sbin/ps /bin/ps と同じ
/usr/sbin/ss /bin/ss と同じ

表 3 検知対象となるシステムコールと引数．
Table 3 System call and arguments to be detected.

システムコール名 第１引数
unlink 自己ファイルの path

prctl PR SET NAME

unlink /bin/netstat

/bin/lsof

/bin/ps

/bin/ss

図 1 検知のフローチャート．
Fig. 1 The flowchart of detection.

蔽挙動システムコールレベルで検知する，自己隠蔽挙動検
査プログラムを作成した．本実装では，OS には Alpine

inux 3.5, カーネルに Linux-4.4カーネル，アーキテク
チャに i686アーキテクチャを使用した．本章ではその実
装方法について述べる．

4.1 実装の概要
システムコールフックを用いて提案方式を実装した．シ

ステムコールフックとはシステムコール発行時に本来想定
された処理ではなく，別の処理を行うことである．本実装
では，unlinkと prctlの 2つのシステムコールをフック
し，フック関数に遷移させ，そこで引数のチェックを行う
ことで提案方式を表現した．以下で，システムコールフッ
クの概要，本実装のシステムコールフックの詳細，フック
関数の処理について詳しく述べる．

4.2 システムコールフック
本節では，通常のシステムコールの流れとシステムコー

ルフックの概要についての説明を述べる．システムコール
とは，OSがユーザモードプロセスに提供する CPU，ディ
スク，プリンタなどのハードウェアとのやり取りをするイ
ンターフェイスことである．通常，Linux/x86ではシステ
ムコールはレジスタにシステムコール番号と引数を格納し
発行するが，その際のレジスタ設定は C言語では記述でき
ない．これらはアセンブラで記述されるが，その作業をプ
ログラマに任せるのは非効率的なため，C言語から呼び出
すことができる関数の形にライブラリ化して，システム側
から提供されている．そのため C言語で，例えば write()

を呼び出せば，ライブラリ側でレジスタの処理とシステム
コールの発行が行われる．このような処理を行うアセンブ
ラで書かれた関数はシステムコール・ラッパと呼ばれてい
る．システムコールが発行されるとソフトウェア割り込み
が発生し，CPUは Linuxカーネルの割り込み処理の実行
に移る．その後システムコールハンドラが呼び出され，そ
の中でシステムコール番号と合致するシステムコール関数
のポインタを sys call tableから見つけ出し，そのポイ
ンタにジャンプする．ジャンプ後，システムコールが引数
を取り出し作動する．
本研究のシステムコールフックは，この sys call table
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に登録されているシステムコール関数のポインタをフック
関数のポインタに書き換えることでシステムコールが発行
された時，その処理を横取り（フック）することを実現し
ている．

4.3 本実装でのシステムコールフック
4.2 で述べた通り，sys call table の一部のシステム

コール関数のポインタを書き換えることでシステムコール
フックを行った．実際には，表 3で示されている検知対象
となるシステムコール unlink，prctlのシステムコール
関数のポインタをフック関数のものに書き換えた．図 2は
unlinkをフックする際の sys call tableの書き換えを示
す．また，この時元のシステムコール関数のアドレスは別
の領域に退避させた．書き換えのために sys call table

のアドレスを取得しなければならないが，Linuxカーネル
2.6以降はセキュリティ上の理由から sys call tableのシ
ンボルがエクスポートできない．そのため本実装ではシェ
ル上で cat /proc/kallsyms | grep sys call tableを
実行し，表示されたアドレスを導入のためのコードに直接
ハードコーディングすることでこの問題を解決した．
本実装では，sys call tableの書き換えを LKM（Load-

able Kernel Module）を使用して行なった．LKMとはOS

の動作中のカーネルを全体の再構築なしで拡張するための
オブジェクトファイルのことである．
システムコールフックを開始すると，全てのユーザプロ

グラムがシステムコールを使用する際に書き換えられた
sys call tableをシステムコールハンドラを介して参照
し，フックされるシステムコールだった場合，フック関数
に処理を移す．図 3はユーザプログラムが unlink（シス
テムコール番号：10）を発行した時のフックの概要を示す．
4.3.1 フック関数
本節ではフック関数内部の処理についての説明を行う．

フック関数中では，引数を検査し，悪性だと判断できる場
合はプロセス IDとそのプロセスの振る舞いをログに出力
することで検知とした．
4.3.1.1 unlinkのフック関数
unlinkは第 1引数に削除するファイルの pathが設定さ

れる．この第 1引数を検査することによってマルウェアか
どうかを判断する．まず自己ファイル削除であるかの検査
を行う．Linux のプロセスは task struct 構造体という
データ構造体で表現されており，このタスク構造体の中に
はプロセス IDやプロセスのコマンド名などが格納されて
いる．本実装では unlinkの第 1引数が自己ファイルであ
るかの判断を，このタスク構造体のコマンドと文字列比較
することで行ない，一致した場合は自己ファイル削除であ
るとして検知するよう作成した．タスク構造体のコマンド
名は最大で 16文字までしか格納できないため，第 1引数
が 16文字以上の場合は，第 1引数の 16文字目までがコマ

図 2 フック関数のロード．
Fig. 2 Load of hook.

図 3 フックの概要．
Fig. 3 Overview of hook.

ンド名と一致していた時，自己ファイル削除として検知す
るよう作成した．
次に既存コマンド置き換えであるかの検査を行う．こちら

も先ほどと同様に，第 1引数と/bin/netstat, /bin/lsof,

/bin/ps, /bin/ssを文字列比較し，一致すれば既存コマ
ンド置き換えであるとして検知するよう作成した．
4.3.1.2 prctlのフック関数
prctlは第 1引数にオプションを設定することでどのよ

うな動作を行うか決定する．プロセス名変更を行うオプ
ションは PR SET NAMEである．これらオプションは整数型
で指定するが，一般にそれらは sys/prctl.hにおいて定義
されている．本環境では PR SET NAMEは 15であった．し
たがってフック関数では第 1引数と 15を比較し一致する
ならばプロセス名変更として検知するよう作成した．
本実装では，マルウェアであると判断してもそのプロセ

スの活動を停止させず，あくまで検知だけを行い，検査終
了後は従来の unlinkと prctlの関数に処理を渡してプログ
ラムが想定した動作を行わせるよう実装した．

5. 実験と考察
本章では，検体を用いた検査プログラムの検知実験と正
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規プログラムを用いた誤検知実験の方法と結果，そして考
察を行う．

5.1 検知実験
5.1.1 実験方法
提案方式の有用性を検証するため，実際のボットを用い

て検査プログラムによる検知実験を行なった．4章におい
て作成したカーネルモジュールをロードし，root権限で
検体を実行した．
検体は，ハニーポット Cowrie[18]にて独自に収集したも

のとマルウェア配布サイトより入手した 6体を使用した．
実験環境は仮想マシン Oracle VM Virtual Box上の
Alpine Linux 3.5 で，ネットワーク環境はホストオン
リーにて行なった．
5.1.2 実験結果
上記の実験を行なった．その結果を表 4に示す．○は検

知を表し，×は検知できなかったことを表す．一部の検体
は，本環境がインターネット接続ができないため，自己隠
蔽挙動を検査できなかった．そこで検体のバイナリを逆ア
センブルし解析することで，インターネット接続できる場
合の処理を確認し，本提案手法の実装で検知できるかの調
査も同時に行った．静的検査を行い，本提案手法で検知で
きると分かったものは（○）と表し，検知できないと分かっ
たものは（×）と記述する．

表 4 検査プログラムによる検知実験の結果．
Table 4 Results of detection experiment by inspection pro-

gram.

ボット 結果 検知理由
Mirai ○ 自己ファイル削除 プロセス名変更
Gafgyt ○ プロセス名変更
Tsunami ×（×）
Ganiw ○ 既存コマンド置き換え
BillGates ○ 既存コマンド置き換え
XOR DDOS ○ 自己ファイル削除

実験の結果，5種類のボットに対して，検知することが
成功した．

5.2 誤検知実験
5.2.1 実験方法
ボットの検知実験と同様に，正規プログラムを提案方

式下で実行し，誤検知が発生するかの調査を実験にて行
なった．本実験では Alpine Linuxのパッケージ管理ツー
ル apkを用いた一般的なアプリケーションのインストール
とアンインストールを対象に行なった．
5.2.2 実験結果
結果を表 5に示す．○は誤検知を表し，×は誤検知しな

かったことを表す．

表 5 検査プログラムによる誤検知実験の結果．
Table 5 Results of false-detection experiment by inspection

program.

正規プログラム 結果
wireshark（インストール） ×
wireshark（アンインストール） ×
git（インストール） ×
git（アンインストール） ×
mysql（インストール） ×
mysql（アンインストール） ×
vim（インストール） ×
vim（アンインストール） ×

以上の結果より，誤検知実験では提案方式における正規
プログラムの誤検知は見られなかった．

5.3 考察
5.1項の検知実験より，一定数のボットに対して提案方

式は有効であると考えられる．また 5.2項の誤検知実験よ
り，今回実験を行なった正規プログラムにおいては誤検知
は発生しなかった．以上のことから，本提案手法はビヘイ
ビア型のマルウェア検知の課題である誤検知の発生を解決
しつつ，一定数のボットを検知できるため，有用であると
考えられる．
5.1項の検知実験で検知できなかった Tsunamiは，静的

解析を行ったところ，本提案手法で自己隠蔽挙動として
定義した挙動は行わなかったが，別の自己隠蔽挙動を行
なっていることがわかった．具体的には，プログラムの実
行ファイルの pathであるコマンドライン引数の 0番目を
usr/sbin/sshdに書き換えることがわかった．これによ
り，psコマンドの表示が変わり，不正な活動が発見されに
くくなる．以上の処理はプロセス内のメモリの読み書きの
みであるため，システムコールを使用しない．したがって
今回の検査プログラムでは検知できなかったが，自己隠蔽
挙動自体は確認できたため，検査プログラムを拡張するこ
とで，本提案方式で検知できるようになると考えられる．

6. おわりに
6.1 本研究の主たる成果
本論文では，ボットの自己隠蔽挙動に着目し，自己隠蔽

挙動を検知することで IoTボットの検知を効率的に行い，
かつ誤検知が少なくなるような検知方式を提案した．LKM

を用いてシステムコールテーブルを書き換えて実現したシ
ステムコールフック用いて提案方式を実装し，自己隠蔽挙
動を検知する検査プログラムを作成した．提案方式が有効
であるかを確認するために，仮想環境上でボットを実行し，
検査プログラムを用いて検知実験を行なった．さらに，い
くつかの正規プログラムを実行し，検査プログラムによる
誤検知が発生しないかの実験を行なった．実験の結果，5
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体のボットを検知し，また誤検知は一度も発生しなかった
他，実験において検知できなかった検体においても，本実
装方法では検知できない自己隠蔽挙動を行なっていたた
め，自己隠蔽挙動に基づいた検知という本提案方式は有用
であることが確認された．

6.2 今後の課題
本研究では，3つの自己隠蔽挙動に着目して検知を行な

い，自己隠蔽挙動による検知は有用であることが分かった．
しかしシステムコールの監視だけでは検知できないものも
存在するなど，自己隠蔽挙動は他にも様々なものが存在す
ると考えられる．今後は他の自己隠蔽挙動を検知できるよ
う提案方式や実装方法を改善していく必要がある．また，
本提案方式は，検知時悪性プロセスのプロセス IDとその
振る舞いをログに出力するが，悪性プログラムは複数プロ
セスにわたって存在することが多く，ログに記述された情
報だけでは脅威を取り除くことができない．今後は，検知
時に脅威を完全に取り除くようなシステムを追加し，改善
していく必要がある．
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