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自分自身の Web アクセスを振り返るインタフェース
斉藤

典明

最近の Web ページはマッシュアップ機能により複雑化している。普段の Web アクセスにおいて、参照しているサイト以
外にも多くのサイトへのアクセスが発生している。そのため、ユーザ自身は普段どこのサイトへアクセスしているのかを意
識できなくなっている。危険なサイトへのアクセスが発生した際に、個別のアクセスが悪性なアクセスであったかどうかを
判断する必要がある。しかしながら、不審なアクセスの真偽を確認できないという問題がある。そこで、自分自身の Web
アクセスを振り返り、不審なアクセスの真偽を確認できるインタフェースを提案する。

An Observation Interface for Web Access Self Check
SAITO Noriaki†
Many recent Web pages are made by using mashup technologies. Therefore, the Web which is referring now page generates many
Web access to other Web sites. Then, might be malicious sites are included in those Web sites. However, we cannot recognize detail of
own Web accesses easily, or we can do nothing but believe the judgement result by anti-virus programs or filtering systems. To confirm
such judgements, an observation interface which can moderately make the access log detailed was developed. As the result, we will be
able to judge own Web access by using the interface.

1. はじめに
最近の Web ページは、多様な素材を使用しているだけで

32bit の IP アドレス空間を時系列の２次元空間で表現し、
アクセスログや不審なアドレスのリストをプロットする。
このとき、32bit のアドレス空間をそのまま Web ブラウザ

なく様々なサイトとの連携によってできている[1]。一方で、

上で表現することができないため、16bit 単位で 3 段階に詳

最近の Web アクセスの脅威は通常の Web ページに攻撃コ

細化してゆく(図 1)。プロットされたアクセスログやアドレ

ードが紛れ込み、Web ブラウザやプラグインなどに脆弱性

スリストの分布を目視することにより IP アドレス空間上

があった場合にマルウェアにより攻撃される場合や、正規

のどの辺に危険性があるかを直感的に把握できるようにな

のサイトに似せた悪性サイトに誘導され、ID／Password が

る。

盗まれるなどがある[2]。

このようなインタフェースを用いて、幾つかのアドレス

このような Web アクセスの脅威に対して、企業組織など

リストの比較や、アクセスログの観察を行った(図 2)。観察

ではセキュリティサービスの利用により危険なサイトへの

を行った結果、上位 16bit 単位で観察すると、不審な利用

アクセス遮断や、感染者の発見および対処などが実施され

の多いアドレス空間帯と不審な利用の少ないアドレス空間

る[3]。一方、個人ユーザに関しては、企業組織のようにセ

帯などの、アドレス空間帯の濃淡が確認できた。データソ

キュリティ対策に多額の費用を費やすことができないため、

ースの異なるアドレスリストでもほぼ同様の濃淡が観測で

依然としてアンチウィルスソフトの導入止まりである。ま

きる。しかしながら、上位 24bit、32bit と詳細化してゆく

た、セキュリティサービスの導入やアンチウィルスソフト

うちに、データソースごとのアドレスの一致性は低くなっ

の導入のどちらの場合でも、
不審なアクセスを検知した際、

てゆく。その結果、アドレスリストの一致性は 10%以下に

ユーザ自身は原因となった Web アクセスや、危険性の真偽

低下する。

を把握できない場合が多い。
そこでユーザ自身が、不審なアクセスの原因となる Web
サイトや不審なアクセスの真偽を確認できるインタフェー
スを提案する。

2. Web ブラウザ上の観察インタフェース
これまでの検討で、インターネット上の不審なサイトの
存在を、IPv4 におけるアドレス空間を Web ブラウザ上に展
開して確認できるインタフェースを実装した[4]。ここでは、
図 1 アドレス空間展開方法
† NTT セキュアプラットフォーム研究所
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る、あるいは警告があがるものの、自分自身が実際にどこ
のサイトへアクセスしたのかを知ることは難しい。そのた
め、不審なアクセスの検知システムを信じるしかない。
しかしながら、検知システムは、誤検知や検知漏れもあ
り完全に信頼できるものではなく、不審なアクセスの表面
的な判定だけではかえって不安に陥る。そこで、ユーザ自
身が Web アクセスの詳細を比較的容易に把握できる方法
を検討した。ここでは、詳細すぎると判別できず、表面的
過ぎると不安に陥ることから適度に詳細化することがポイ
図 2 実施例

ントとなる。
ユーザ自身が Web アクセスの詳細を把握する方法とし

3. Web アクセスの確認方法

て大きく３箇所に分類できる。一つは、ブラウザ上で参照
しているページの詳細を確認する方法である(図 4-A)。ブラ

Web アクセスをする際の脅威として、ドライブバイダウ

ウザ上で HTML ソースコードや、構成ファイルを確認する

ンロード攻撃やフィッシングサイトなどがある。ドライブ

ことができる。ここでは、HTML を読み解くことや、個々

バイダウンロード攻撃では、多くの Web 利用者が日々参照

の URL を確認することになる。

するサイトであり脆弱なサイトが入り口サイトとして狙わ

二つ目の方法は、ネットワーク上のパケットをキャプチ

れる。正規の Web ページが、攻撃コードをダウンロードさ

ャする方法である(図 4-B)。ブラウザから Web サーバへの

せるように改ざんされる。脆弱性を残した Web ブラウザや

リクエスト、Web サーバからのレスポンスをパケットベー

プラグインを利用している Web ユーザが、この改ざんされ

スで確認することができる。ここでは、パケットの検出漏

たサイトにアクセスすると、攻撃コードがダウンロードさ

れがなければ正確にデータは取れるものの、データ量が膨

れた後にマルウェアがダウンロードされ、マルウェアに感

大になる。

染する[5]。

三つ目の方法は、ネットワーク上に装置を設置し、装置

フィッシングサイトでは、正規のサイトを偽ってパスワ

上のログを確認する方法である(図 4-C)。例えば、Proxy サ

ード変更など督促する案内メールが送付される。案内メー

ーバをたてることによって、全ての Web アクセスをログと

ルを受け取ったユーザが、アクセス先の確認を怠ってアク

して記録することができる。この Proxy 機能を使って Web

セスすると、正規サイトそっくりに作成された偽サイトへ

アクセスや Web サーバを分析できるツールなどもある

誘導される。正規サイトと信じて偽サイトにログインする

[8-10]。

ことで、正規サイトとの ID と Password が漏洩する。その
後、正規サイトに不正にログインされ被害にあう[6]。
これらのアクセスでは、ユーザは、自分自身は正しいア
クセスをしていると信じたまま、サイバー攻撃を受けるこ

以上の３つの方法のうち、もっとも単純に実現できる方
法として、３つ目のアプローチで一般ユーザ向けに適度に
容易に自分自身の Web アクセスを確認できる方法を実現
することとした。

とになる。このような脅威に対して、企業などでは各端末
に導入するアンチウィルス製品の他に、ネットワークに
SIEM(Security Information and Event Management)などを導
入する[7]。これにより、不審なアクセスを遮断する、不審
なアクセスを抽出し感染端末を特定するなどの活動をおこ
ない、被害を最小限に留める活動をしている。
企業ネットワークで導入される SIEM などの活用による
セキュリティ活動では、不審なアクセスと思われるものは
ブロックされるか、アクセスは許容されるが監視対象にな

図 3 ネットワーク監視

る(図 3-①)。セキュリティオペレータが定期的にログを確
認し、監視対象において不審なファイルのダウンロードが
確認(図 3-②)された場合は、個別に端末調査(図 3-③)をお
こなう。
一般ユーザでは、不審なサイトへのアクセスをおこなっ
た場合、一般的に導入されるアンチウィルス製品によりア
クセスの遮断がおこなわれる。
どちらの場合も、不審なサイトへのアクセスが遮断され
©2015 Information Processing Society of Japan
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クセス先の FQDN に対応する IP アドレスに変換する(表

自分自身の Web アクセスを確認する方法として、もっと
も単純な方法として Proxy サーバを導入することとした。
これは同一 PC 上にインストールすることでも、ネットワ
ーク上のどこかに設置することでも良い。ユーザは、Proxy
サーバを経由してインターネット上の Web サイトにアク
セスする。Proxy サーバに蓄積されたアクセスログを、観
察インタフェースを使って観察する方法を提案する。この
際に、悪性なサイト情報などのブラックリストと併用する
こともできる。これによって、自分自身の Web アクセスの
実態を確認することができる(図 5)。

1-d)。FQDN と IP アドレスの対応は、実際のアクセスと観
察インタフェースにプロットしたときのタイムラグがある
ため誤差になる。対象プロトコルは不問とした(表 1-e)。必
要になったときに、
画面操作で確認することを前提とした。
ステータスコードもまた、分析上重要と思うものは色分け
表現とする (表 1-f)。受信データ量もまた不問(表 1-g)とし、
必要になったときに、画面操作で確認することを前提とし
た。参照元 URL は、観察インタフェース上でアクセスログ
を理解するための補助情報として活用する。ブラウザ種別
もまた不問(表 1-i)とし、必要になったときに、画面操作で
確認することを前提とした。
実際の Web アクセスでは、一つの HTML ファイルを参照
すると、HTML ファイル上に張られているリンクへのアクセ
スが短時間に多数発生する。そのため同一秒数には、複数
のアクセスが生じる。よって、IP アドレスと日時で指定さ
れる位置に、IP アドレスと日時が同じアクセス数に対応し
た大きさの点をプロットする。点の色は特に指定がなけれ
ばあらかじめ決められた色で、メソッドやステータスコー

図 5 システム構成

ドで注目する必要のあるものは目立つ色で着色する。

4.1 観察インタフェースの改良
Proxy サーバとして Apache2 を用いた[11]。ここでは、ロ
グに記録される情報は、端末の IP アドレス、アクセス日時、
メソッド、アクセス先 URL、プロトコル、アクセス結果で

図 6 Proxy ログデータ

あるステータスコード、サーバからの受信データ量、該当
のアクセスの基点となった URL、使用したブラウザの種類
である(図 6)。
これらの情報を観察インタフェースに表示するにあたっ
て、幾つかの修正を行った修正の１つ目は、表示する IP ア
ドレス帯である。当初の観察インタフェースでは、全 IP ア
ドレス空間を表現するために 16bit ごとに３段階表示とし
ていた。Web アクセスをおこなったアドレス空間は全アド
レス空間に比べるとあまりにも小さすぎる。そこで、アク

図 7 観察インタフェース

セスのあった 8bit ごとのアドレス帯を連結して構成するこ
ととした。

表 1 アクセスログの各項目の表現方法

二つ目の修正は、当初の観察インタフェースの時間軸は
日付単位であったが、Web アクセスの確認では粗すぎるた

対象

使用方法

a.端末 IP アドレス

抽出対象として使用

b.アクセス日時

抽出対象と時間軸に使用

タフェースとした(図 7)。Proxy ログをこの観察インタフェ

c.メソッド

特定のメソッドについて着色

ースにプロットするにあたって表 1 の対応で実施する。ま

d.アクセス先 URL

FQDN に対応する IP アドレスに変換

め秒単位とした。
以上のようにして構成されるアドレス空間を観察イン

URL 中に特定の文字列について着色

ず、自分自身の Web アクセスログを確認する目的なので、
端末 IP アドレスを用いてプロットするログを限定する(表

e.プロトコル

詳細確認時に使用

1-a)。次に、確認するべきアクセスログの基点となる日時

f.ステータスコード

特定のステータスコードについて着色

を指定する。アクセスログは秒単位なので、基点となる日

g.受信データ量

詳細確認時に使用

時からの秒数をプロットする位置とする(表 1-b)。アクセス

h.参照先 URL

ユーザの行動情報として使用

ログにおけるメソッドは、分析上重要と思うものは色分け

i.ブラウザ種別

詳細確認時に使用

表現とする (表 1-c)。アクセス先 URL は、プロット時にア
©2015 Information Processing Society of Japan
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また、プロットした点を理解するために幾つかの情報を

スログ中の FQDN に対応する IP アドレスの上位 24bit で指

あわせて表示した。一つは、参照元 URL の情報であり、該

定される 8bit 幅の IP アドレス帯を連結したものである。横

当のログが発生した時刻に線を入れる形で表現した。この

軸は、秒単位の時間軸である。アドレス帯には GeoIP で調

とき、参照元 URL は IP アドレスには戻さず、URL 上の

べたアドレス帯の所有者の情報を付与している。青色の縦

FQDN を表示することとした。これによりどこのサイトへ

線は、観測の基点とした時刻である。黄色の縦線は、参照

アクセスしたあとに、どのようなアクセスが発生したのか

したサイトのトップページの参照時刻である。また、黄色

が把握しやすくなる。また、GeoIP [12]のデータを用いるこ

文字でサイトの FQDN も併記した。プロットされた点は、

とで IP アドレスの使用者の情報、IP アドレスにする前の

アクセスログの存在を示している。点の大きさは同一時刻

FQDN の情報、公開されているあるいは過去に観測された

で発生したリクエストの数に対応した大きさである。横に

危険なサイトの IP アドレスの情報を観察インタフェース

併記された青色文字はアクセスログに対応する FQDN であ

上に表示した。このような観察インタフェースを用いて、

る。このようにして適度に詳細化されたことで、アクセス

アクセスログの傾向をつかむことができる。その中で、不

ログの確認が容易になる。

審なアクセスを発見した場合には、具体的にどのようなア

次にこのようにして構成された観察インタフェースに

クセスログであったかを把握する必要がある。そこで、8bit

よる、アクセスログの確認例を示す。確認アプローチは２

単位のアドレス空間を選択すると、該当のアクセスログの

つの方法がある。一つ目は、これらの情報を総合して、不

詳細表示を行う画面遷移とした(図 8)。

審なアクセスを探し出す方法であるが、実際に検出するこ
とは難しい。しかしながら、各サイトがどのような構成に
なっているかを知ることができる。
二つ目は、外部の情報を利用する方法である。悪性サイ
ト情報などは一部公開されているものもある。これらは主
に FQDN や IP アドレスベースである。これらを観察イン
タフェースにマッピングする。
ここでは図 10 に示すように

図 8 画面の流れ

表示しているアドレス帯の中に、対応する悪性サイトがあ
った場合は、該当のアドレスに赤色の横線で示している。

5. 実施例

赤線上にアクセスログがプロットされている場合が注意す
るべきアクセスログになる。

SIEM などでは、アクセスすると危険な URL などをブラ

このとき、FQDN や IP アドレスベースの悪性サイト情報

ックリストとして設定し、該当のサイトへのアクセスを遮

は、
ホスティングサイト内で危険な URL が検出された場合

断またはアラートとして記録している。ここでは、事前に

は、該当の FQDN または IP アドレスが全て悪性判定され

観測されたアクセスすると危険な URL があり、
これとまっ

てしまう問題がある。そのため、ホスティングで使用され

たく同じ URL にアクセスする場合は確実にフィルタリン

ているアドレス帯のログでは、大量に不審なアクセスが検

グできるが、実際は完全一致することは稀である。そのた

出される。そこで、該当のアドレス帯を選択して、アクセ

め危険な URL から抽出された FQDN、IP アドレス、URL

スログの詳細を確認する。URL が想定範囲内であれば問題

のパターンによってフィルタリングを実施している。これ

ないが、不審なファイルがダウンロードされたのかどうか

らのフィルタリングでは、悪性なコンテンツはフィルタリ

を確認することができる。
また、
個々の URL もわかるため、

ングされるものの、無害なコンテンツも一括してフィルタ

外部のサイト[14]を利用して URL 個別に危険性を確認する

リングされる場合がある。特に、一般的な Web サイトにお

ことができる。図 10 は、IP アドレスベースでは危険なサ

いては、ホスティングが利用されていることが多い。その

イトに見えるが、
実際にアクセスした URL は安全であった

ため、FQDN や IP アドレスだけで判断すると必要なサイト

例である。

へのアクセスも遮断されることになる。

他にも気になる URL に対しては、その都度、検査を実施

企業内における Web 利用は、娯楽目的やショッピング目

することや、これまでの状況を知ることのできるサイト

的は基本的にないため、これらのサイトへのアクセスが制

[15-17]の利用により、
自分自身のアクセスした URL の危険

限されることは問題にならないことが多い。
しかしながら、

性を再確認することも可能である(図 11,図 12,図 13)。

一般ユーザの場合は、娯楽目的やショッピング目的での利
用があるため、これらのサイトへの遮断は大きな問題にな
る[13]。そのため、本当に危険なアクセスをしたのかしな
かったのかを細かい粒度で確認できる必要がある。
今回の検討では、娯楽目的で幾つかのサイトへアクセス
し、観察インタフェースで確認した(図 9)。縦軸は、アクセ
©2015 Information Processing Society of Japan
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図 12 確認サイト利用例２

図 13 確認サイト利用例３
図 9 実施例

6. 考察
ホスティングサイトの普及により、一つの IP アドレスに
は多くの Web サイトが対応している。また、悪性サイトは
頻繁にアドレスを変えている現状もある[18]。そのため、
既知の悪性 URL とまったく同じ URL で悪性サイトへのア
クセスを検知できることは稀である。そこで、多くのセキ
ュリティ製品では、既知の悪性 URL を分解した FQDN や
IP アドレス、特定の URL パターンによって悪性サイトへ
のアクセスを検出する(図 14)。その結果、IP アドレスや
FQDN が一致してしまう安全なサイトも大量に検知してし
まう。
例えば図 15 は、2 種類のあるブラックリストをあるネッ
トワークのフィルタとして適用し、2015 年 7 月に検出され
たアクセス先 64 件の分類である。これらは FQDN や IP ア
ドレスベースで検出されたが、個別のアクセス先の URL

図 10 確認作業例

を確認した結果、無害と判断したものである。
一般ユーザにおいては、要件を満たすためにはこのよう
なサイトへのアクセスを避けられない場合もある。不審な
サイトへのアクセスを検出した場合、その後、該当のアク
セスの個別の URL をピックアップし、
確認することで本当
に悪性なアクセスであったかどうかを調べる必要がある。
提案インタフェースでは、自分自身のログを個別に確認で
きる。確認した結果、危険なファイルをダウンロードして
いる場合は、ウィルス検知などの対処をおこなうことにな
る。一方、危険性がなかったことを確認できるため安心で
きるようになる。

図 11 確認サイト利用例１
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図 14 現状のまとめ

図 15 遮断・警告対象になったサイト例

7. おわりに

Vol.2015-GN-96 No.23
2015/10/3
2015-08-12).
6) フィッシングレポート 2014, フィッシング対策協議会,2014.
入手先
https://www.antiphishing.jp/report/pdf/phishing_report_201
4.pdf (参照 2015-08-12).
7) セキュリティ・ログ管理市場 2014,ITR Market View,2014.
8) Brup Suite, 入手先 http://portswigger.net/burp/ (参照
2015-08-19).
9) Fiddler, 入手先 http://www.telerik.com/fiddler (参照
2015-08-19).
10) OWASP ZAP, 入手先
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project
(参照 2015-08-19).
11) Apache モジュール mod_proxy, 入手先
http://httpd.apache.org/docs/2.4/ja/mod/mod_proxy.html
(参照 2015-08-19).
12) GeoIP, 入手先 https://www.maxmind.com/ja/home (参照
2015-08-12).
13) 継続中の大規模な同時多発 Web 改ざん攻撃を詳細分析, 入手
先 http://blog.trendmicro.co.jp/archives/12017 (参照
2015-08-12).
14) VirusTotal, 入手先 https://www.virustotal.com/ (参照
2015-08-12).
15) gred, 入手先 http://check.gred.jp/ (参照 2015-08-12).
16) Aguse, https://www.aguse.jp/ (参照 2015-08-12).
17) Google Safe Browsing,
https://www.google.com/transparencyreport/safebrowsing/?hl
=ja (参照 2015-08-12).
18) WEBROOT 脅威レポート 2015, 入手先
http://www.webroot.com/shared/pdf/Webroot_2015_Threat_Brie
f_JP.pdf (参照 2015-08-19).

最近の Web ページはマッシュアップ機能により複雑化
しているため、ユーザ自身は普段どこのサイトへアクセス
しているのかを意識できなくなっている。危険なサイトへ
のアクセスが発生した際に、本当に危険だったのか、そう
でなかったのかを把握できないという問題がある。
そこで、
自分自身の Web アクセスログを適度に詳細化して表示す
ることで危険性の真偽を確認できるインタフェースを提案
した。
危険なアクセスの真偽を判別するにはある程度専門的
な知識が必要である。今後の課題として、専門知識の少な
いユーザでも判別できる仕組みを検討する必要がある。
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