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ドメインの特徴によるフィッシング詐欺サイト探索の可能性
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はじめに

きのユーザーの眼球運動を観察することで，認知心理

金融機関や有名企業が提供しているウェブサービス
を装うことで，ユーザーの個人情報を詐取するフィッシ
ング行為はますますエスカレートしている．フィッシ
ングの具体的な手口は，ユーザーに本物と区別がつか
ない程巧妙に作成されたメールを送りつけてフィッシ
ングサイトにユーザーを誘導し，犯罪者の目的となる
情報をユーザーに入力させるというものである．図は
フィッシング対策協議会が公開している，実際のフィッ
シングメール [1] である．

学の知見からフィッシングサイトをユーザーが見分け
る訓練のサポートが出来ないかどうか検討がなされて
いる．また過去に観測されたフィッシングサイトの url
の情報から，類似性の高い url を探索する手法 [5] につ
いても研究されている．本研究では，過去に観測され
た様々な種類のフィッシングサイト url から一定の規則
が認められるデータを整理し，新しく発生する可能性
があると考えられる url について，特にドメイン名に着
目することで検討する．

3 ドメイン特徴
実際にフィッシングサイトに使用された url のデータ
は，いくつかのパターンに着目することで大まかに分
類することができる．その中には，ユーザーに本物と
信じ込ませるためと思えるような文字列で構成されて
いるものもあれば，ランダムな文字列で構成されてい
るものもあり，url の情報だけでフィッシングサイトを

図 1: フィッシングメールの例

特定することは困難であるように思える．特に，ラン

フィッシング対策協議会は，これまでにコンテンツ

ダムな文字列で構成されているフィッシングサイトの

ベースによるフィッシング検知方法を提案するなど，フ

場合，未知のフィッシング url を被害が出る前に発見す

ィッシング撲滅のための活動を行っている [2]．現状では，

ることは非常に困難であると考えられる．ある程度規

図１のようなフィシングメールが出回ってからフィッシ

則的な文字列で生成される url である場合は，想定され
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る url の範囲は狭くなるため，ランダムな文字列で生
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成されるフィッシング詐欺 url よりも特定は容易に思え

るため，未然にフィッシング被害を防ぐための有効な

るが，このような場合においても，実際に未知のフィッ

手法の開発が急がれる．本研究では，実際のフィッシン

シング詐欺 url を未然に発見することは容易ではない．

グサイトに使用されたドメイン情報を収集してその特

本稿では，ある程度，一定の規則が見られるフィッシ

徴について考察し，フィッシングサイトの早期発見に

ング詐欺 url のドメイン部分の情報について紹介し，そ

繋げるための情報収集方法について検討する．

のようなドメインにどのような特徴が見られるかとい
うことについて報告する．本研究では，line をかたる
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フィッシング詐欺 url のドメインについて焦点を当て，

関連研究

これまで観測された url のドメインにどのような特徴
フィッシングに関する最近の研究として，詐欺に騙

が見られるかということについて紹介する．line をか

されないための訓練を実施する手法 [3] が提案されて

たるフィッシングサイトは非常に多く観測されており，

いる．文献 [4] では，提示されたウェブサイトを見たと

2017 年 4 月 1 日から 12 月 22 日までの間に 160 個以

1

Takeshi MATSUDA, Masahiko KATOH, Yusuke KARASAWA,
Shinichi TANKYO, Tomofumi NAKAMURA, Noriaki HAYASHI,
Takahiro KATOH
1 University of Nagasaki, 2 SOURCENEXT CORPORATION, 3 Hitachi
Systems, Ltd
4 LINE Corporation, 5 Trend Micro Incorporated, 6 Toppan Forms co. ltd

上のフィッシングサイトが観測されている．その中に
は，line**.cn のように，line という文字列を含むフィッ
シングサイトは 120 個以上含まれており，これは非常
に大きな特徴であると言える．ドメインの*の部分には
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アルファベットが入るため，その組み合わせは 676 通
り存在することになる．そのため，これら 676 のドメ
イン情報を用いて監視を行えば，比較的簡単にフィッ
シングサイトを発見できるのではないかと考えられる．
しかしながら，実際に調査を進めると，アクセスする
端末に依存してウェブページの見え方が異なったりす
るため，現状では，未然にフィッシングサイトを発見
することは困難である．しかしながら，多様な考察の
末に有益な情報が見出せる可能性を否定することはで
きないため，現状のデータを整理して必要な情報と不

図 3: ドメイン特徴の時系列的変化

要な情報の整理をすることも重要であると考えられる．
図 2 は line**.cn における名前空間のマトリックスであ

4 今後の課題

り，色がついている部分はフィッシングサイトとして使
用された実績があるドメインに対応する．左端の文字
列が１文字目，上段の文字列が２文字目に対応してい
る．ここから読み取れるフィッシングサイトの特徴に
ついて，紙面の都合上 1 つだけ考察を行う．図 2 のマ
トリックスは 2017 年 12 月 22 日までのデータを用いて
生成したものであるが，line**の*の部分の１文字目と
して最も多く使用されているものはアルファベットの i
であり，２文字目として最も多く使用されているもの
は e であることが分かる．これにより，完全にランダ

被害が出る前に先回りしてフィシングサイトを発見
することは依然として困難なままであるが，今後も多
角的に情報収集を続け，自動的にフィッシングサイトを
発見するための方法について検討する．
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生成ルールも存在しないことが分かる．また，図３の

る．これらの情報は直接的にフィッシングサイトの発
見に役に立つとは限らないが，その経過を観測するこ
とで有益な情報が見出される可能性があることについ
て否定することもまた困難である．
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