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概要：機密情報窃取を目的とした標的型攻撃が後を絶たない．攻撃者は標的型メールなどを使い，セキュ
リティ境界内部に侵入し，遠隔操作用バックドアを動作させることにより情報窃取を行う．HTTP を利用
し，プロキシサーバに対応するバックドア通信は，通常利用によるブラウザ通信とプロトコル上の差がな
く，検出を行うことが困難であり，検出するまでに時間を要する．本論文では，プロキシサーバで任意の
情報を挿入し，挿入した情報に対する応答を確認することで，遠隔操作用バックドア通信か，通常のブラ
ウザによる通信かをリアルタイムに判別する方法を提案する．まず，正常通信とバックドア通信で応答が
異なる HTTP ヘッダの存在を明らかにするとともに，調査結果から判別に使用する情報として Cookie を
用いることとした．次に，Cookie を自動挿入するプロキシサーバの実装を行い，標的型攻撃に使用された
バックドアを用いて評価実験を行った．結果として，本方式により検出される遠隔操作用バックドア通信
が存在することを確認した．
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Abstract: Targeted Attack aiming at conﬁdential information theft of an organization is increasing. An
attacker uses targeted e-mail. They intrude the inside of a security boundary, and operates the backdoor
by remote control, and steal information. When HTTP is used to control backdoor, it is very diﬃcult to
detect the malicious traﬃc by inspecting protocol validation, and takes much time to ﬁnd. In this paper,
we devised the method of distinguishing the backdoor communication or usual browser communication by
inserting arbitrary information to check the real-time response at an HTTP proxy server. We investigate
the HTTP header usage diﬀers backdoor communication with a normal communication, and we decided to
insert the Cookie. We implemented automatic insertion function of HTTP Cookie at an HTTP proxy server,
and evaluate our method by existing backdoor using targeted attack. As a result, we show that the proposed
method can detect such suspicious communication in real time.
Keywords: targeted attack, backdoor detection, HTTP covert channel detection

1
2

3

4

筑波大学
University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki 305–8573, Japan
情報処理推進機構
Information-technology Promotion Agency, Bunkyo, Tokyo
113–6591, Japan
九州工業大学
Kyushu Institute of Technology, Iizuka, Fukuoka 820–8502,
Japan
東邦大学
Toho University, Funabashi, Chiba 274–8510, Japan

c 2014 Information Processing Society of Japan


5

6

a)

トレンドマイクロ株式会社
Trend Micro Inc., Shinjuku MAYNDS Tower, Shibuya,
Tokyo 151–0053, Japan
株式会社カスペルスキー
Kaspersky Labs Japan Inc., Chiyoda, Tokyo 101–0021,
Japan
masa@cipher.risk.tsukuba.ac.jp

2008

情報処理学会論文誌

Vol.55 No.9 2008–2020 (Sep. 2014)

1. はじめに

い条件などに関して考察を行った．以下に，本研究の前提
知識として標的型攻撃とその対策について 2 章で概説し，

インターネットの登場によって我々の生活は大きく変化

3 章で提案手法について記載する．4 章では提案手法の実

した．情報を取り扱う環境は飛躍的に向上し，個人的な写

装について述べ，5 章で実際の標的型攻撃サンプルを使っ

真や日記から，国家の重要な秘密情報に至るまで，デジタ

た評価実験とその結果を示す．6 章で考察および課題の検

ルデータ化され流通することとなった．そのような背景か

討を行い，最後に 7 章でまとめることとする．

ら，近年ネットワーク上の重要情報を窃取することを目的
とする標的型攻撃が相次ぎ，問題となっている [1]．2010 年
には Google 社が，Operation Aurora と名付けられた標的

2. 標的型攻撃とその対策の概要
本章では標的型攻撃の全体像と利用される攻撃手法，お

型攻撃を受けたことを公表し，大きく取り上げられた [2]．

よび対策についての概要説明を行う．標的型攻撃の全体像

その後，石油産業を狙った攻撃や，暗号関連企業を狙った

は過去の事例を基に，情報処理推進機構（以下 IPA）[10]

攻撃など，様々な攻撃事例が明らかとなった [3], [4]．日本

や Sood ら [11] が分析を行っている．本研究における標的

国内においても，2011 年に大手重工業企業において，標的

型攻撃は，IPA の定義に基づくものとする．

型攻撃が行われていたことが報道され，それ以降も，政府
関係組織や公益団体などにおいて，標的型攻撃が発生して

2.1 攻撃段階

いる状況にある [5], [6], [7], [8], [9]．企業ネットワークなど

IPA によると，標的型攻撃はある特定の攻撃方法を指し

では，組織内部ネットワークとインターネットをファイア

示すものではない．標的型攻撃とは，標的となる情報を持

ウォールなどで分離（以下セキュリティ境界）し，クライ

つ人や組織だけを狙い，情報を窃取する攻撃である．複数

アントにアンチウイルスソフトウェア（以下，アンチウイ

の攻撃段階があり，段階に応じた攻撃手法が使われ，最終

ルス）を導入するなどして，組織内部ネットワークの安全

的な目的を遂行する．そのため，標的型攻撃対策を検討す

性を担保している．しかし，標的型攻撃はファイアウォー

る際には，どの段階のどの攻撃手法へ適用する対策である

ルやアンチウイルスといったセキュリティ対策を回避する

かを明確にすることが重要である．

攻撃が行われるため，検出されにくく，結果として，攻撃
が行われていることそのものに気がつかない．窃取された
情報が開示されることで，攻撃が行われていたことに気づ
くということもあるが，標的型攻撃ではこのような気づき

攻撃は次のような段階を経て行われる．

( 1 ) 計画立案：攻撃目標の設定，関連情報の調査が行わ
れる．

( 2 ) 攻撃準備：特定の個人や組織に向けたマルウェア付き

となるきっかけがない．標的型攻撃を防御するためには，

のメール（以下標的型メール）やバックドアを管理

いかに早く，攻撃が行われていることを検出するかが重要

制御するためのコマンド&コントロールサーバ（以下

な対策要素の 1 つである．

C&C サーバ）が準備される．

そこで本研究では，標的型攻撃が行われている可能性を
迅速に検出することを目的とし，クライアントとサーバの
通信を中継している装置で，通信に特定の情報を付加し，
その情報がどのようにクライアントで処理されるかを確認
することで，バックドア通信かどうかを判別する方法を提
案する．具体的な手法として，HTTP プロキシサーバで本

( 3 ) 初期潜入：標的型メールが送付され，マルウェアが実
行される．

( 4 ) 基盤構築：バックドア開設，端末情報入手，構成情報
入手などが行われる．

( 5 ) 内部侵入・調査：他端末侵入，サーバ侵入，管理者情
報窃取などが行われる．

来の通信には存在しない Cookie ヘッダを付加し，HTTP

( 6 ) 目的遂行：情報窃取，システム破壊などが行われる．

クライアントがその Cookie ヘッダを正しく処理した場合

( 7 ) 再侵入：再度侵入が行われる．

は正規のブラウザ，Cookie ヘッダに応答しないなど，正し

計画立案，攻撃準備の段階についてはセキュリティ境界

く処理しない場合はバックドアとして検出することとした．

外部で行われるため，セキュリティ境界内部での対策でカ

Cookie ヘッダの応答を確認するためには，クライアント

バーすることは難しく，セキュリティ境界内部での対策

ごとの Cookie ヘッダ発行状況を管理する必要がある．そ

がカバーできるのは，初期潜入以降となる．初期潜入対策

こで独自の Cookie ヘッダを発行し，発行状態を管理する

としては，ファイアウォールやアンチウイルスといった，

HTTP プロキシサーバを開発，実装を行った．さらに，標

ネットワークの入口での対策が行われるが，標的型攻撃は

的型攻撃で使用されたバックドアが動作可能な環境を構築

巧みにそれらの防御を突破して行われることを想定しなけ

し，実際にバックドアを動作させることで本提案方式の有

ればならない．初期潜入が成功すると，攻撃者は遠隔操作

効性を評価した．その結果，本提案方式でバックドアによ

のためのバックドアを開設し，次の攻撃段階に移るための

る HTTP 通信をリアルタイムで検出可能なことを確認し

情報を入手する．攻撃を早期に検出し，被害を未然に防ぐ

た．加えて，本提案方式の優位性，および検出が行われな

ためにはこの段階での対策が重要である．そこで，本研究
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では初期潜入後の基盤構築段階，特にバックドア通信に焦

のバックドア通信が成立する．企業など，ファイアウォー

点をあてて対策を検討することとした．

ルや HTTP プロキシサーバ（以下プロキシサーバ）がある
場合，プロキシサーバを経由しないセキュリティ境界内部

2.2 攻撃の詳細

から外部への通信を拒否することにより，プロキシサーバ

ここでは，初期潜入から基盤構築を経て情報窃取に至る
ネットワーク上の動作を図 1 を用いて説明を行う．

に対応していないバックドア通信は止めることができる．
しかし，プロキシサーバに対応しているバックドア通信は，

• まず，攻撃者はマルウェアが動作するように細工され

セキュリティ境界内部のクライアントから行われる通常の

た pdf などのファイルを添付メールで送信する．本文

通信と同等に扱われるため，止めることはできない．一般

には受信者が添付ファイルを開封することを誘う内容

的なセキュリティ境界内部からの通信とプロトコル上は区

を記載する．受信者はその添付ファイルを開封するこ

別がつかないことが，攻撃の検出をより困難なものとして

とで，マルウェアに感染する（(1)，(2)）．

いる．

• 感染後，マルウェアは C&C サーバより追加のマルウェ

このようなバックドアを使うことで，攻撃者は気づかれ

アをダウンロードするなどして，セキュリティ境界内

ることなくセキュリティ境界内部のクライアントを遠隔操

部のクライアントを遠隔操作するためのバックドアプ

作し，いくつかの攻撃段階を経て情報窃取を行っている．

ログラムを動作させる（(3)，(4)）．

• バックドアプログラムは，セキュリティ境界内部から

2.3 関連研究

セキュリティ境界外部の攻撃者に向かって，通信パス

前述のとおり，セキュリティ境界内部のネットワーク構

を確立する．これにより，ファイアウォールなどの境

成に合わせて HTTP 通信を行うバックドアは検出が困難

界防御を通過することが可能となる（(5)，(6)）．

であり，かつ，それらをリアルタイムに検出する手段につ

• 攻撃者はこの通信パスを利用し，攻撃コマンドを送

いてもいまだ検討の余地があると考えられる．ここでは既

信することで遠隔操作を行い，情報を窃取する（(7)，

(8)，(9)）．

存の対策手法を述べるとともにそれぞれの課題についても
記載する．

バックドアがセキュリティ境界内部からセキュリティ境
界外部へ行う通信パスの種別は，IPA の資料 [10] によると

2.3.1 検出アプローチ
Schwenk らは，HTTP の隠れ通信を検出するために，
HTTP ヘッダや本文の長さ，エントロピー量，時間などを

以下のとおりである．

• TCP ベースの独自プロトコル：42%

利用して，プロキシサーバでアノマリ検出を行う，DUMONT

• HTTPS：28%

システムを提案し，実装を行っている [12]．

• HTTP（プロキシ対応）：26%

jun Ding らはパケットの長さや時間間隔といった特徴量

• HTTP（プロキシ非対応）：4%

を，C4.5 アルゴリズムを使用して分類することによって，

セキュリティ境界内部からセキュリティ境界外部への通

HTTP の隠れ通信の検出を試みている [13]．

信に制限がない場合などは独自プロトコルも含めてすべて

Giura らは標的型攻撃が複数の段階にわたり攻撃手法が
組み合わされていることに着目して，攻撃の全体像を定義
し，その全体像から，複数のフィルタを効果的に組み合わ
せることで，攻撃検出の精度を上げる手法を提案してい
る [14]．

Balduzzi らはユーザのアクセスする URL をクラスタリ
ングし，送信元機器のグルーピング情報と突き合わせるこ
とで，標的型攻撃の検出を行う SPuNge システムを提案し，
実装を行っている [15]．

de Vries らは標的型攻撃の各段階において，ネットワー
ク型 IDS やホスト型 IDS などからの情報を収集分析する
ことで，攻撃を検出する考え方について考察を行ってい
る [16]．
これらの方法は，正常な通信と不正な通信の閾値の設定
が統計量やクラスタリングの誤差に依存するため，誤差の
発生が避けられない．また，母集団の大きさや偏りによっ
図 1

情報窃取までの流れ

Fig. 1 Overview from initial intrusion to stealing information.
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ためには一定期間の観測が必要であり，検出するまでに時

DNS サーバといったように，内部専用サーバを用意し，そ

間を要する．ログ解析などでも，事後の解析となるためリ

れらのサーバからのみ外部との接続を許可するようにすれ

アルタイム性に欠ける．加えて，既存のネットワーク構成

ばよい（図 2）
．ファイアウォールなどでクライアントから

に対して，これらの対策が容易に適用可能かどうかという，

の直接接続を検出することで，攻撃の可能性を知ることが

実用面の観点での検討も必要となる．

できる．このネットワーク構成は，企業などでは一般的に

2.3.2 サンドボックスによる検出

用いられている構成であり，実用性は高いと考えられる．

ネットワーク上の装置で HTTP 通信を横取りし，サンド

しかし，バックドアがプロキシサーバを利用するように仕

ボックスで動作させることによってバックドア通信の検出

組まれているなど，セキュリティ境界内部のネットワーク

を試みる商用製品が存在する [17], [18]．これにはすべての

構成に合わせて通信が行われる場合には対応が困難となる．

端末のパケットを取得し，データも含めて内容を確認する
ことが必要となる．しかし，全トラフィックデータとなる

3. 提案手法

とその量は膨大であり，その内容を逐次確認して標的型攻

2.3 節で述べたように，バックドア通信はリアルタイム検

撃を見分けるには時間がかかる．また，標的型攻撃で使用

出や誤検出かどうかの検証が容易ではない．さらに，2.2 節

されるバックドアは環境への依存性が高い．実際の環境と

で述べたとおり，プロキシサーバに対応しているバックド

異なるサンドボックス上で動作するとは限らず，運用にあ

ア通信は，セキュリティ境界内部のクライアントから行わ

たっては攻撃かそうでないかを判断するための技術を持っ

れる通常の通信と同等に扱われるため，プロキシサーバや

た人員を確保する必要があるなど，大きなコストが必要と

ファイアウォールでの検出は困難である．しかし，プロト

なる．よって，現時点において本方式が利用可能な組織は

コル的には正常な通信を装ったとしても，バックドアは遠

限られ，広く一般的に対して適用することが可能とはいい

隔操作プログラムでありブラウザではないため，ブラウザ

難い．

が持つ機能すべてを備える必要はないため，違いが生じる

2.3.3 ネットワーク設計による検出

可能性がある．そこで本論文では，本来の通信には存在し

バックドア通信が容易に成立する原因として，セキュリ

ない情報をプロキシサーバ上で挿入し，挿入した情報がク

ティ境界外部からセキュリティ境界内部への通信は制限さ

ライアントでどのように処理されるかを識別し，機能の差

れるが，セキュリティ境界内部からセキュリティ境界外部

を確認することで，リアルタイムにバックドア通信を検出

への通信が制限されないことが考えられる．バックドアが

する手法を提案する．

セキュリティ境界外部へ直接通信を行うことを防ぐため，

大まかな処理の流れを下記で示すとともに，図 3 に図示

セキュリティ境界内部からセキュリティ境界外部へは直接

する．

通信ができないようなネットワーク構成にするという対

( 1 ) クライアントからの通信要求を通信経路上のプロキシ

策が考えられる．セキュリティ境界内部からの各種の通信

サーバで受信する．プロキシサーバは受信した通信を

サービス利用については，Web の閲覧はプロキシサーバ，
電子メール送受信は内部メールサーバ，名前解決には内部

図 2

ネットワーク設計による対策

Fig. 2 Defense by network design.
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宛先に転送する．

( 2 ) 宛先からの応答がプロキシサーバに返される．プロキ

図 3

提案手法概要

Fig. 3 Overview of proposal method.
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表 1 調査条件

シサーバはその応答に対して，クライアントが処理可

Table 1 Survey Conditions.

能な情報を挿入してクライアントに返す．

( 3 ) 当該クライアントから次の通信要求が来た際に，挿入

調査期間

2013/4/1〜2013/6/30

した情報の処理結果が通信に含まれているかをプロキ

利用者数

15 名

シサーバで確認する．挿入した情報は削除して宛先に

IP アドレス数

45

総リクエスト数

4,388,740

利用ブラウザ

IE，Firefox，Chrome など

送信し，本来の内容を変えることなく通信を継続する．
プロキシサーバで情報を挿入し，クライアントからその
処理結果を受信するといった動作を HTTP で行うために

表 2 リクエストヘッダと出現頻度（上位 10 種）

は，ヘッダなら Cookie，ETag，コンテンツなら JavaScript

Table 2 Request header and Frequency of appearance (Top

といったような，レスポンス通信を利用することが考えら

10).

れる．3.1 節では，この動作に適した挿入情報を選定し，具

リクエストヘッダ

出現頻度%

体的な実現手法を 3.2 節および 3.3 節で記載する．

Host

99.97

Connection

98.19

User-Agent

93.99

3.1 手法の選定
バックドアとブラウザで違いが出やすい挿入情報を選定
するために，Cookie ヘッダ，ETag ヘッダ，JavaScript な

Accept-Encoding

89.87

Accept

85.75

Accept-Language

77.15

どのコンテンツ，およびバックドアで処理されない情報に

Referer

68.55

ついての調査を行った．調査の結果，挿入する情報として

Cookie

38.56

Cookie ヘッダを使用することとした．以降にその概要を

Accept-Charset

21.45

記す．

X-Dropbox-Locale

10.96

3.1.1 ヘッダ挿入
( 1 ) Cookie ヘッダ
通常利用時に Cookie ヘッダがどの程度使用されてい
るかを確認するため，九州工業大学小出研究室のプロ
キシサーバで HTTP ヘッダ情報を取得しヘッダの出
現頻度を調査した．調査条件は表 1 のとおりである．
調査の結果，リクエストヘッダの総数は 31,886,178，

表 3 Cookie 標準設定

Table 3 Default configuration of Cookie setting.
ブラウザ

Cookie

サードパーティ Cookie

InternetExploler

有効

有効

Firefox

有効

有効

Safari

有効

無効

Chrome

有効

有効

種類は 250 種存在した．その一部として，出現頻度上
位 10 種のヘッダを表 2 に記載する．Cookie ヘッダは

( 2 ) ETag ヘッダ

サーバから情報を送り込むことが可能なヘッダとして

Cookie ヘッダと同種のヘッダとして，クライアント

利用頻度が高く，正常なクライアントであれば正しく

のキャッシュ制御に関連する ETag ヘッダの使用が可

処理される可能性が高いと判断した．さらに，代表的

能かどうかについても調査を行った．この場合，サー

なブラウザの Cookie ヘッダ受付処理に関する標準設

バのレスポンスに ETag ヘッダを挿入し，次のアクセ

定を調査した．本来のサーバから発行された Cookie

スで If-None-Match ヘッダが返ってくるかどうかを確

に見えるようにする必要があるかどうかも考慮するた

認することとなる．しかし，ETag ヘッダは画像など

め，サードパーティ Cookie の設定も合わせて確認し

静的コンテンツに付与されるタグであり，画像データ

たところ，表 3 のとおりであった．意図的にユーザが

などがなければヘッダを挿入できず効果が限定的とな

設定を変更したり，CookieMonster [19] のようなアド

る．よって，本提案では検討を除外した．

オンを導入したりしなければ，Cookie は標準的に有効

3.1.2 コンテンツ挿入

化されている．ただし，サードパーティ Cookie を無

JavaScript をコンテンツに挿入し，クライアントでスク

効とするブラウザが存在するため，プロキシサーバで

リプトを動作させることによって応答を確認する検討を

発行する Cookie ヘッダはファーストパーティとなる

行ったが，JavaScript の挿入には以下のように複数の問題

ようドメイン設定を行う必要がある．ログインをとも

があると考えられる．

なう Web サイトなどは，Cookie ヘッダを無効にする

• コンテンツ圧縮

とセッション管理ができないなど，閲覧に制限が出る

Content-Encoding ヘッダで zip が指定されている場

ことも多い．これらから，一般の利用においてブラウ

合，圧縮されたコンテンツをプロキシサーバでいった

ザは標準的に Cookie ヘッダを処理すると考えてよい

ん展開してからスクリプトを挿入する必要があり，円

とした．

滑な通信を阻害する可能性がある．
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• コンテンツの分割送信

3.2 提案手法概要

Transfer-Encoding ヘッダで chunked が指定されてい

ここでは Cookie ヘッダを挿入することによりバックド

る場合，分断されたコンテンツをプロキシサーバで

アを検出する基本的な手法を概説する．

いったん結合してからスクリプトを挿入する必要があ

( 1 ) クライアントからの初期接続時

り，円滑な通信を阻害する可能性がある．

• ヘッダとボディの不整合

クライアントから HTTP のリクエストをプロキシサー
バで受ける（このときの URL を host/path とする）．

HTTP プロトコルの仕様上，HTTP ヘッダで指定さ

プロキシサーバはレスポンスヘッダに Set-cookie ヘッ

れたコンテンツの種類と HTTP ボディのコンテンツ

ダを加え，プロキシサーバ独自の値を持つ Cookie ヘッ

の種類の組合せが正しいことが保証されない．そのた

ダ（以下 Cookie(P) と表記）を挿入する．これにより，

め，ヘッダの確認のみでコンテンツ変更を行うかどう

クライアントはプロキシサーバが挿入した Cookie(P)

か判断ができない．

の処理を行う．

このように，コンテンツにデータを挿入することは容易

( 2 ) クライアントからの再接続時

ではないと考えられるため，本提案では検討を除外した．

正規のブラウザであれば host/path への再リクエスト

3.1.3 バックドアでの Cookie 使用率の調査

時に Cookie(P) を入れて送信するはずである．クライ

次に，バックドア通信ではどの程度 Cookie ヘッダが使

アントからのリクエストヘッダに入るはずの Cookie(P)

用されているかを確認した．Malware Traﬃc Patterns [20]

がない場合は Cookie(P) の処理がされていないという

で公開されている 2013 年 6 月末日までのマルウェア通信

ことであり，ブラウザではない可能性がある．プロキ

のうち，Cookie ヘッダを使用したものがどの程度存在する

シサーバで Cookie(P) の発行状態を管理し，発行した

か調査を行った．結果，HTTP を使う 172 のマルウェア通

はずの Cookie(P) を返さないリクエストをバックドア

信のうち，158（Family 数 141）は Cookie ヘッダを含んで

通信として識別する．

おらず，表 4 にあげる限られたバックドア（通信パターン

まとめると図 4 のとおりとなる．図中の上段が初期接

14，Family 数 10）のみ Cookie ヘッダが含まれていた．

続時の動作，中段が正常なクライアント，下段がバッ

以上より，一般的に利用されており，バックドアでは利

クドアの動作となる．

用されにくいヘッダとして Cookie ヘッダを選定し検証を

3.3 バックドア検出の流れ

行うこととした．

提案手法では基本的に，プロキシサーバから Set-Cookie
ヘッダを挿入したにもかかわらず，Cookie(P) がクライア
表 4

Cookie を使用したバックドア通信

Table 4 Backdoor communication using Cookie.
Family
backdoor?

ントから送られてこない場合は処理が正しく行われていな
いと判断し，バックドアの可能性があるとした．しかし実

GETPOST pattern の一部
GET 18110123
page 32262 308. html

Banechant 1

GET IGKKT

Beebus

GET windosdatev6
defau1t.aspx?

Cookies Cookiebag Dalbot

GET 1799.asp

Cookies Cookiebag Dalbot

GET 3961.html

Cookies Cookiebag Dalbot

GET 8223.asp

Cookies Cookiebag Dalbot

GET indexs.zip

Letsgo TabMsgSQL

GET safe1.asp?

Letsgo TabMsgSQL

GET safe1.asp?

Netravler

GET fly20132011
nettraveler.asp?

Netravler

GET nt2011zy
nettraveler.asp?

NTESSESS
Tarsip Eclipse

GET 6K8gL8.html
GET blg7 8newtplimage
77 12imagesredir?

WEBC2-Clover

GET Default.asp

ZeroAccess / Sirefef

GET stat2.php?
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バックドア通信の検出

Fig. 4 Detection of backdoor communication.
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際には，Cookie(P) の生存期間が終了して正規の処理が行

ヘッダの状態を（addvalue）とする．

われた結果クライアントから Cookie(P) が送られてこない

( 4 ) キーが存在しないが Cookie ヘッダが存在し，かつ

場合，バックドアが偽物の Cookie ヘッダを送ってくる場

Cookie(P) が存在する場合は，管理情報の不整合と考

合など数多くの状態がある．また，Cookie ヘッダは再リク

える．その場合の Cookie ヘッダの状態を（inconsis-

エスト時にブラウザから送信されるが，ヘッダの挿入は初

tency）とする．

回レスポンス時に行われるため，プロキシサーバでそのト

( 5 ) キーが存在するが Cookie ヘッダが存在しない場合は，

ランザクションにおける Cookie の発行状態を管理する必

不正処理として Cookie ヘッダの状態を（suspicious）

要がある．そこで Cookie ヘッダの発行状態として表 5 を

とする．

定義し，リクエスト処理時にその状態を確認することとし

( 6 ) キ ー が 存 在 か つ Cookie ヘ ッ ダ が 存 在 し ，か つ

た．図 5 にリクエスト処理時のバックドア検出フローを示

Cookie(P) が存在しない場合は，管理情報の不整合

し，下記で説明を行う．

と考える．その場合の Cookie ヘッダの状態を（incon-

( 1 ) HTTP リクエストがあると，クライアントの IP アド
レスと宛先サイトの組合せをキーとして保存する．

( 2 ) キーが存在しない，かつ Cookie ヘッダそのものが存
在しない場合は初回接続と考える．その場合の Cookie
ヘッダの状態を（set）とする．

sistency）とする．
( 7 ) キ ー が 存 在 か つ Cookie ヘ ッ ダ が 存 在 し ，か つ
Cookie(P) の値が正しくない場合は，管理情報の不
整合と考える．その場合の Cookie ヘッダの状態を
（resetvalue）とする．

( 3 ) キーが存在しないが Cookie ヘッダが存在し，かつ

( 8 ) キ ー が 存 在 か つ Cookie ヘ ッ ダ が 存 在 し ，か つ

Cookie(P) が存在しない場合は，既存の Cookie ヘッ

Cookie(P) の値が正しい場合は，正常と判断．その

ダにプロキシの値を付け加える．その場合の Cookie

場合の Cookie ヘッダの状態を（noproblem）とする．

( 9 ) 最後に Cookie(P) を削除して Cookie ヘッダを元に戻
し，宛先サーバに転送する．

Cookie(P) の不整合がおきる ( 4 )，( 5 )，( 6 )，( 7 ) の状
態は疑わしい通信として検出することが可能である．しか
し，3.1 節のとおり Cookie ヘッダを使用するバックドアが
限られていることから，本論文では ( 5 ) suspicious の状態
をバックドアとして検出することとした．

4. 実装
本提案手法はプロキシサーバでリアルタイムに HTTP
ヘッダの追加，削除を行うことを想定している．また，前
章で述べたようにどのクライアントからどの宛先サイトへ
のアクセスに Cookie(P) を挿入したといった，Cookie(P)
の発行状態管理機能が必要となる．既存のオープンソース
プロキシサーバである Squid [21] などの設定のみを使って
実装を行うことが実用面を考慮した場合に有利であるが，
図 5

バックドア検出の流れ

Fig. 5 Flow of backdoor detection.

ヘッダの操作に条件判断をともなうため，単純な設定のみ
での実装は困難と考えられる．
そこで今回は，Man In The Middle 方式で HTTP 通信を

表 5 Cookie ヘッダ状態の定義

Table 5 Definition of Cookie status.
set

Cookie(P) の挿入

addvalue

既存の Cookie ヘッダに

Cookie(P) を追加

操作することに特化したプロキシサーバである，ProxPy [22]
を利用し，テスト実装を行うこととした．ProxPy は python
で記述されており，プラグインプログラムを用意するこ
とによって，HTTP 中継時にプログラムで追加処理を行
うことが可能となる．なお，ProxPy のプラグインインタ

resetvalue

Cookie(P) をリセット

neverset

Cookie(P) を挿入しない

フェースは，クライアントの IP アドレスをプラグインプ

suspicious
inconsistency

Cookie(P) がない

ログラムに渡すことができない仕様であるため，今回は，

（バックドアとして検出）

IP アドレスの受け渡しが可能となるようにプラグインイン

Cookie(P) の値が

タフェースを改修した．加えて，ヘッダを削除するルーチ

データベースの値と一致しない

ンが存在しなかったため，削除ルーチンの追加を行った．
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テスト実装で使用した環境

Table 6 Imprementation environment.
Function

Software

Version

OS

Ubuntu

12.04

Proxy

ProxPy

r27

Database

redis

2.0.3

Language

Python

2.7

また，ヘッダとその値を追加するルーチンにおいて，元の
通信に追加したいヘッダそのものが存在しない場合に，指
定したヘッダも値も追加できないというバグが存在したた
め，その修正を行った．なお，プラグインのソースコード
は 6 KB，コメントを除いた行数は 117 行となった．

Cookie(P) の発行状態管理，クライアント IP と宛先サ
図 6 評価環境

イトの管理は，オープンソースのデータベースである，

Fig. 6 Evaluation environment.

redis [23] を用いることとした．提案手法は扱う情報がシ
ンプルであり，動作の高速な Key Value Store 型のデータ

表 7 評価用機器

ベース利用が適当であると判断した．データベースはプロ

Table 7 Evaluation equipment.

キシサーバで中継したクライアントの IP アドレスと宛先サ
イトの組合せを key とし，表 5 の状態における Cookie(P)
発行回数を value とした．その他，今回のテスト実装で使
用した環境は表 6 のとおりである．
下記に初回アクセス時に挿入される Cookie の値をプロ

項目

サーバ

クライアント

CPU

Atom D510 1.66 GHz

Athlon64x2 3 GHz

Memory

2 GB

8 GB

DISK

40 GB SSD

120 GB SSD

OS

Ubuntu 12.04LTS

Windows7 Pro. SP1

キシサーバで表示した例を示す．“ProxySessionID=1” が
プロキシサーバにより挿入された独自の値となる．そのほ

存性が高い．たとえば，特定アプリケーションの脆弱

かに host や expires などの Cookie ヘッダを形成する情報

性を利用して侵入し，動作するバックドアは，そのア

をあわせて Cookie(P) として生成している．

プリケーションが存在しなければ動作しない．また，

10.2.1.97:www.yahoo.co.jp ProxySessionID=1;
expires=Mon, 30-Jul-2014 23:59:59 GMT; path=/;

C&C サーバの疎通確認で失敗した場合に動作を停止

host=www.yahoo.co.jp

するようなバックドアは，当然だが C&C サーバが動

5. 提案手法の評価
実環境を用いて提案手法の効果を検証した．本章では評
価条件，評価内容およびその結果を記す．

作していなければ動作しない．しかし，動作中の C&C
サーバに接続することは危険であり，また，検体が入
手可能な時点で C&C サーバが動作していないことも
ある．そのような理由から，評価用バックドアプログ
ラムは次の条件に適合するものを選定した．

5.1 評価条件

• 標的型攻撃で使用されていること．

( 1 ) 評価に用いたシステム環境

• HTTP で通信を行うこと．

評価に用いたシステム環境を図 6 に，スペックを表 7

• プロキシサーバを使用すること．

に示す．プロキシサーバには Linux を，クライアント

• バックドア検体が手に入ること．

には Windows を使用し，ブラウザおよびバックドア

• 今回用意した評価環境で動作すること．

を動作させた．

• ダミーの C&C サーバがあれば動作すること．

( 2 ) 使用したブラウザ

実際の動作においては，安全性を考慮し，動作中の

ブラウザは Firefox r24，および InternetExplorer 9 を

C&C サーバに通信しないように，ダミーの C&C サー

使用し，プロキシサーバを経由して Web ブラウジン

バを用意した．さらにメールの添付ファイルを開いた

グを行った．

結果設置されるバックドアプログラムを抽出し，評価

( 3 ) 使用したバックドア

環境で動作するように設定を行った．具体的には，ク

標的型攻撃で使用されたバックドアプログラムは表 9

ライアントのプロキシサーバ設定を試験環境のものに

のものを選定した．選定理由を以下に記す．

し，C&C サーバはセキュリティ境界内部に用意した

標的型攻撃に利用されるバックドアは動作環境への依

Web サーバを示すよう名前解決情報を差し替え，その
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表 8 アクセスしたドメイン（一部）

Table 8 A part of test domains.
google.com
facebook.com
youtube.com
yahoo.com
baidu.com
wikipedia.org
qq.com
linkedin.com
live.com
twitter.com
図 7
表 9

Fig. 7 Normal behavior of a browser.

バックドアサンプル

Table 9 Backdoor samples.
名称

ベンダー

BKDR MALEX.RG

Trend Micro

BKDR DEMTRANC.R

Trend Micro

Trojan.Win32.Zapchast.pbs

Kaspersky

通常のブラウザの振舞い

5.3 評価結果
以下にそれぞれのテストにおける評価結果を示す．

( 1 ) 正常な通信の誤検出
結果，テストに使用したサイトへの閲覧に対する誤検
出（False positive）は発生しなかった．Cookie(P) が

Web サーバで C&C サーバが動作しているように見せ

ブラウザで正常に処理された場合の画面例を図 7 に

かけるため偽の応答を返し，本物の C&C サーバへア

示す．

クセスしないようにした．

( 2 ) バックドアの検出可否
3 つのバックドアのうち，BKDR MALEX.RG のバッ

5.2 評価項目
評価として以下の項目についてテストを行った．

( 1 ) 正常な通信の誤検出

クドア通信をリアルタイムで検出した．
10.2.1.79:www.aol.com : Cookie does not accept
10.2.1.79 : infected? Other access is

1 IP

{REQ #70} method: GET ; host: (’www.aol.com’, 80) ;

まず，正常なブラウザからの通信を不正なものとして

path: /n/klut7NiFR10gVMcbNBNLqa ; proto: HTTP/1.1 ;

検出する誤検出の可能性を，ブラウザで Web サイトの

len(body): 0

閲覧を行い評価した．閲覧する Web サイトには Web

Accept-Language: ja
Accept-Encoding: gzip, deflate

サイトのアクセス順位を公開している Alexa [24] によ

Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg,

りランキングされた世界の上位 100 サイトで HTTP

image/pjpeg, application/x-shockwave-flash,

接続となるものを使用した．テストに使用したドメイ
ンの一部を表 8 に記す．

( 2 ) バックドアの検出可否
バックドアを検出するかを，表 9 で用意したバックド
アを実際に動作させることにより評価を行った．

( 3 ) 処理速度への影響
Cookie(P) の挿入における通信遅延の検証を行った．
確認方法としては，ProxPy 単独で動作させた場合と，

ProxPy でプラグインを動作させた場合それぞれにお
いて，ブラウザを使用して特定サイトにアクセスし
た．ブラウザは Firefox r24 を使用し，アクセス先の
サイトは www.yahoo.co.jp のトップページとした．プ
ラグイン動作単体の速度差分を確認するため，プロキ
シサーバのデータベースは初期化した状態で，ブラウ
ザキャッシュを無効化したクライアント 1 台を使用し
て計測した．アクセス速度の計測は Firefox のアドオ
ンプログラムである Firebug [25] を使用し，10 回のア
クセスを 1 セットとし，それを 3 セット繰り返した．
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application/x-ms-application, application/x-ms-xbap,
application/vnd.ms-xpsdocument, application/xaml+xml,
*/*
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;
Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR
3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
Host: www.aol.com
UA-CPU: x86
Proxy-Connection: Keep-Alive

上記は検出時のログ出力である．バックドアが疎通確
認のために AOL へ接続しようとする通信に Set-Cookie
を挿入し，次の接続で Cookie(P) が存在しないことを

“Cookie is not accepted” というメッセージとともに
出力している．一方，BKDR DEMTRANC.R および

Trojan.Win32.Zapchast.pbs は検出されなかった．
( 3 ) 処理速度への影響
結果は表 10 のとおりとなった．今回開発したプラグ
インがない場合と比較して，プラグインを動作させた
場合はそれぞれ 1.08 倍，1.04 倍，1.06 倍，平均すると

6%の処理時間増加となった．
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表 10 平均アクセス時間

Table 10 Mean time of HTTP access.

を InternetExplorer と同等に行うことが可能となる．
この場合は本論文の実装での検出は困難となる．こ

セット

プラグイン

平均アクセス時間（s）

のような，OS が提供する高レベル API を使用せず，

1

なし

16.16

Winsock などの低レベル API を使用したバックドア

1

あり

17.47

2

なし

17.81

2

あり

18.51

3

なし

16.66

の指摘によると，偽装された通信は正規の通信と何ら

3

あり

17.63

か異なる部分が存在すると考えられる [27]．正規の通

や，固定的な Cookie ヘッダを出力するプログラムで
あれば検出可能と考えられる．また，Houmansadr ら

信を完全に再現することは実装コストが高くなるた

6. 考察
以下に検証の結果をもとにした考察を示すとともに，提
案手法の有効性について述べる．

め，ヘッダの出現順序の確認や，Cookie 以外のヘッダ
を組み合わせてデータを挿入することで，提案手法が
有効な検出方法となる可能性がある．

• CONNECT メソッドの使用
CONNECT メソッドは主に SSL 通信で使用されるメ

6.1 正常な通信の誤検出
本実装では正規の通信を誤検出することはなかった．

ソッドであり，標準的にポート番号 443 を使用して通
信内容を暗号化する．本論文の対象は HTTP 通信を

3.3 節で述べたように，データベース上の管理情報とブラ

行うバックドアであり，暗号化通信は対象としていな

ウザが保存している Cookie(P) との不整合が発生する可能

いが，CONNECT メソッドそのものは TCP でトンネ

性はある．その場合には Cookie をリセットし，再度挿入

ル接続をするための HTTP のメソッドの 1 つである．

を行うことにより，正常なブラウザであれば次に応答があ

暗号化に限って使用されるとは限らないため，今後の

るため，誤検出を低減させることができていると考えられ

議論として記載する．まず，CONNECT メソッドを

る．また，ブラウザではないがソフトウェアアップデート

使用して暗号化通信が行われた場合，プロキシサーバ

などで通信を行うプログラムについて，HTTPS を利用す

で復号することにより通常の HTTP となるため，ヘッ

るものは本論文の対象としていないが，HTTP を使う場合

ダを挿入することは可能である．暗号化通信をプロキ

は誤検出を起こす可能性が否定できない．しかし，そのよ

シサーバで復号するためには，宛先サイトとプロキシ

うなプログラムは接続先が固定的であり，複数のユーザか

サーバ，プロキシサーバとクライアントの間で異なる

ら同じドメインへ接続されるため，ホワイトリストを併用

鍵を使用する手法が用いられるが，クライアントから

することで誤検出を回避することが可能と考えられる．

見て本来のサイトと異なる鍵が使用されることになる．
利用に支障をきたさないようにするためにはプロキシ

6.2 バックドアの検出可否

サーバの鍵をクライアントに事前配布しておくといっ

提案方式はクライアントの実装の差異の確認であり，宛

た対処が必要となるため，運用には注意を要する．ま

先 URL に依存しないバックドアの検出が可能であるため，

た，CONNECT メソッドが暗号化通信として使用さ

評価で示したようなバックドアから正規サイトへの疎通確

れていない場合は，プロキシサーバでヘッダを挿入す

認や，宛先が汎用的なホスティングでブラックリストが作

ることが可能である．しかし，どのようなヘッダを挿

れない場合や，正規のサイトが改ざんされているような場

入するか，また，CONNECT メソッドがブラウザで

合においてもバックドア通信を検出することが可能であ

どのように処理されるかは今後さらなる検証が必要で

る．一方，挿入するヘッダとして Cookie を使用した本実
装では，以下の場合においてバックドアを検出しない．以
下でその考察を行う．

• HTTPOpenRequest API の使用

ある．

• ユーザの意図的な設定による Cookie の無効化
この場合，特定の利用者でアラートが多発すると考え
られ，意図的な無効化が容易に認知できると考えられ

HTTPOpenRequest API [26] は InternetExplorer など

る．クライアントの IP アドレスをホワイトリスト化

が使用する API であるが，バックドアもこの API を

するなどの対応を行う必要性がある．

使用することが可能である．3.1 節において，一般的
なブラウザでは問題なく処理されるヘッダやデータ

6.3 処理速度への影響

のうち，バックドアプログラムではうまく処理されな

プラグインを動作させた場合に，平均 6%の処理時間増

いものが存在すると仮定したが，この API は HTTP

が見られたが，検証用の実装は ProxPy およびプラグイン

プロトコルのヘッダ処理を自動で行うため，バックド

プログラムとも高速性を追求した実装ではなく，分岐処理

アがこの API を使用することで，Cookie ヘッダ処理

などにも時間を要していると考えられる．しかし，ヘッダ
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の挿入量が少なく（ドメインの長さにもよるが 100 Byte 前

加している．攻撃者は標的型メールなどを使い，セキュリ

後）
，データベースも単純なことから，遅延は実装上の課題

ティ境界内部に侵入し，遠隔操作用バックドアを動作さ

と考えられ，プログラムのチューニングにより処理時間は

せ，情報窃取を行う．なかでも HTTP プロキシサーバを

圧縮できると考えられる．

使って遠隔操作を行うバックドアはユーザが通常行う通信
と区別が困難なため，検出されないか，検出までに時間を

6.4 適用範囲

要する．そこで本論文では，プロキシサーバで通信を中継

提案手法の効果を高めるためには，運用環境について考

する際に元の通信にはない情報を挿入し，クライアントの

慮する必要があると考えられる．まず，ユーザがプロキシ

応答を確認することでリアルタイムにバックドア通信を検

サーバを利用することを前提としているため，原則として

出する手法を提案した．挿入する情報の選定にあたり，一

組織内ネットワークへの適用が前提となる．また，検出効

般利用者のデータおよび既知のマルウェア通信の情報を調

果を高めるためには，2.3 節であげた，ネットワーク構成に

査し，挿入する情報として Cookie を使用することとした．

よる対策などとの併用が望ましい．加えて，検出される情

誤検出を排除するための条件を考慮し，実装を行い，提案

報としては送信元の IP アドレスと宛先 URL の組合せであ

手法の検証を行った．検証は通常の利用をバックドアとし

るため，標的型攻撃を受けているユーザを特定するなどの

て誤検出しないかどうか，バックドアを検出するか，速度

対策につなげるには，送信元の IP アドレスを誰が利用し

的に影響がないかの観点で実施した．結果，一定の性能を

ているかなどの情報が管理されている必要がある．DHCP

確保しつつ，バックドア通信をリアルタイムで検出するこ

などでユーザ端末のアドレスを動的に割り振るような場合

とに成功した．一方，提案手法では検出が困難なバックド

は，DHCP リース情報などの管理が行われていなければな

アの存在も確認された．

らない．

今後は，Cookie 以外のヘッダに対応した実装を行い，評

すでにプロキシサーバを運用している組織内で本提案手

価検証を行う．加えて，CONNECT メソッドを使用した通

法を適用する場合には，ユーザ端末に対して設定追加やソ

信についても検証を行う予定である．その他，様々な情報

フトウェアインストールなどを要求する必要がなく，導入

を挿入することによってバックドア通信を検出，もしくは

への負荷は低いと思われる．また，クライアントとプロキ

妨害することが可能かどうか，クライアントに加え，サー

シサーバ間でのみ通信が行われるため，宛先 URL のブラッ

バに対しても提案手法を適用可能かどうかなどについて，

クリストなど他のネットワークセキュリティ対策との併用

引き続き検討を行う予定である．

も容易であると考えられる．
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6.5 提案手法の利点
以上より，関連研究であげた既存の対策などと比較して
本提案手法の利点と考えられることを以下にまとめる．
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