高対話型 Web ハニーポットにおける攻撃情報収集方式の改善
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あらまし 本稿では，高対話型Webハニーポットへの攻撃の宛先URLを変換することで攻撃を
制御し，収集する攻撃情報量を改善する方式を提案する．近年，Webアプリケーションのぜい
弱なプログラムを悪用してWebサーバをマルウェアに感染させる攻撃が多発している．この攻
撃の一解析手段として高対話型Webハニーポットでの情報収集が挙げられる．しかし，この攻
撃の多くはツールで自動化されており，実在しないパス名が宛先URLに記述される可能性が高
く，その結果，攻撃が失敗して収集情報が限定される．インターネット実験では，97%の攻撃
が失敗するが，提案方式により，その約50%から攻撃成功時と同じ情報を収集できることを確
認した．
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Abstract This paper proposes schemes for high-interaction web honeypots to collect a lot of
attack information. Conventional high-interactive web honeypots can collect only limited
information from attacks, whose path of destination URL dosen’t match path structure of the
web honeypot, because these attacks are failure. In our proposal, destination URL of these
attacks will be converted by guessing the right path from path structure of the web honeypot.
Our investigation reveals that 97 percent of attacks are failure. On the other hand, we
confirmed that about 50 percent of these attacks will succeed by our proposal.

1 はじめに
インターネットの社会インフラ化に伴い，フィッ
シングやスパム配信などのサイバー攻撃が急増
している．この攻撃の多くは，マルウェアと呼ば
れる，攻撃者が作成した悪意あるツールを用い
て実施される．攻撃者は，ユーザの端末やサー
バにマルウェアを配布し，その後，マルウェアを

リモート操作することで，端末やサーバを不正に
制御する．近年，マルウェアの多くは HTTP 経
由で配布されている[1]．この主な要因の一つと
して，一般の Web サイトを踏み台にして攻撃元
を隠ぺいする技術の普及が挙げられる．Web
サイトは，Web アプリケーションのぜい弱性を悪
用する攻撃を受けてマルウェアに感染し，踏み
台サイトとして新たな攻撃に利用される．

このような攻撃を防御するために既存の攻撃
を収集解析する手法として，ハニーポット[2]が
検討されている．特に Web サイトへの攻撃を観
測するハニーポットは Web ハニーポット[3]と呼
ばれ，低対話型と高対話型に分類される．特に
多種多様な Web サイトへの攻撃を収集して挙
動を解析する場合は，ぜい弱な Web アプリケー
ションを搭載して実際に攻撃を受ける高対話型
Web ハニーポット[4]が適用される．
しかし，高対話型 Web ハニーポットのディレク
トリ構造は，搭載する Web アプリケーションのバ
ージョンやオペレータ判断に応じて変化する．
一方，攻撃の多くはツールにより自動化されて
おり，宛先として指定される URL 内のパス名は，
全ターゲット Web サイトに対して共用される．こ
のため，実際にぜい弱なプログラムが配置され
たパスと，攻撃の宛先 URL のパス名が一致し
ない可能性が高い．その結果，多数の攻撃が失
敗し，収集可能な攻撃情報量が制限される可能
性がある．
この問題を解決するために，本稿では，攻撃
の宛先 URL のパス名を，Web ハニーポットの
ディレクトリ構造に応じて変換する方式を提案す
る．提案方式では，実在しない宛先 URL のパ
ス名を，逆ロンゲストマッチにより抽出した Web
ハニーポットに実在するパスに変換する．さらに
本稿では，プロトタイプを用いたインターネット
実験結果から，提案方式の効果を考察する．

2 攻撃モデル
Web サイトへの攻撃には，特定の Web サイト
に特化した攻撃を実施するスピア型と，ツール
を用いて超多数 Web サイトへの攻撃を実施す
る無差別型が存在する．前者は Web サイトが管
理する重要情報を不正入手する際に適用され，
後者は踏み台サイトのように悪用可能な Web サ
イトを確保する際に適用される．Web サイトを悪
用する攻撃としては，ユーザが閲覧するコンテ
ンツを改ざんする SQL インジェクション[5] や，
悪意あるスクリプトを混在させるクロスサイトスクリ
プティング[6]などが存在するが，Web サイトを
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マルウェアに感染させて踏み台化する場合は，
RFI(Remote File Inclusion)が有効な手段と
なる[7]．RFI は，図１に示すように，以下のステ
ップをとる．
１）攻撃者は，マルウェア A を配置したマルウ
ェアダウンロードサイト B を用意する．サイト
B は，攻撃者に不正に利用された一般の
Web サイトである場合が多い．
２）攻撃者は，検索エンジン等を利用して，ぜ
い弱な Web アプリケーションを搭載した
Web サイト C を特定する．
３）攻撃者は，Web サイト C に対して，サイト B
からマルウェア A をダウンロードするよう，
Web アプリケーションのぜい弱性を利用し
た exploit コードを送信する．
４）Web サイト C は，サイト B からマルウェア A
をダウンロードして実行する．
Web サイトへの攻撃で使用されるマルウェア
は，OS 情報などターゲット Web サイトのホスト
情報を HTTP レスポンスメッセージやメールに
記述して攻撃者に送付するタイプと，ターゲット
を不正操作するタイプが存在する．攻撃者は，
前者の攻撃が成功した Web サイトをリスト化し，
リストに掲載された Web サイト群に対して後者の
攻撃を実施する．
このように複雑化する攻撃から Web サイトを
防衛するためには，多種多様な攻撃を収集解
析し，防御に利用できる情報を明らかにすること
が非常に重要となる．

3 関連研究
Web サイトへの既存の攻撃を収集解析する
Web ハニーポットは，低対話型と高対話型に分
類される．低対話型 Web ハニーポット[8]は，特
定の Web アプリケーションの動作をエミュレート
して攻撃を監視するものである．一方，高対話
型 Web ハニーポットは，ぜい弱性が存在する実
際の Web アプリケーションで攻撃を監視するも
のである．前者は，エミュレートした範囲に機能
が制限されるため，マルウェアに感染することな
く比較的安全に攻撃情報を収集できる反面，収
集可能な情報が制限される．一方，後者は，実
際にマルウェアに感染して挙動を観測するため，
感染に伴う被害発生の可能性があるが，感染時
の情報を詳細に観測できる．
低対話型 Web ハニーポットでは，マルウェア
に感染しないため，マルウェアによる攻撃者へ
のホスト情報送付は実施されない．このため，攻
撃が成功した Web サイトとして攻撃者に認識さ
れない可能性が高い．さらに，マルウェアが新
たなマルウェアのダウンローダとして起動する攻
撃に対しては，新たなマルウェアをダウンロード
できない．このため，Web サイトへの多種多様
な攻撃を観測する場合は，高対話型 Web ハニ
ーポットでの観測が適切である．

4 従来技術の問題点
高対話型 Web ハニーポットは，ぜい弱な
Web アプリケーションをインストールした囮 Web
サイトを基盤として構築される．この際，囮 Web
サイトのディレクトリ構造は，Web アプリケーショ
ンのバージョンやインストール手順に応じて変
化する．一方，図 2 に示すように，攻撃に用いら
れるツールでは，ツールの作成者および攻撃者
により，宛先 URL に記述するパス名がリストなど
で予め規定されている．この結果，Web ハニー
ポットのディレクトリ構造と攻撃の宛先 URL に記
述されたパス名が一致せず，攻撃が失敗する可
能性がある．攻撃が失敗した場合，マルウェア
は収集できず，攻撃後に発生する挙動は観測

攻撃ツール
・・・
$durl=$host.”/”.$path.$mdsurl
・・・
$req=HTTP::Request‐>new(GET=>$durl)
・・・

$host用リスト

$path用リスト
bbs/vulne/login.php?dir=
inc/index.php?path=
・・・
$host

不一致

ディレクトリ構造
vulap
|‐‐vulne
| |‐‐login.php
| |‐‐send.php
| |‐‐write.php
| |‐‐read.php
|
|‐‐bbs
| |‐‐write.php
| |‐‐read.php
|
|‐‐manage
|‐‐login.php
|‐‐index.php
・・・

$path

http://h.com/bbs/vulne/login.php?dir=http://anomary.net/m.txt

404 not found

攻撃者

Webハニーポット
(http://h.com)

図 2 従来技術の問題点

できない．さらに，攻撃が失敗した場合，攻撃者
への HTTP レスポンスメッセージは 404 not
found などのエラーメッセージとなる．このため，
攻撃者が Web ハニーポットにぜい弱性がない
と判断し，その後の攻撃対象から Web ハニーポ
ットが除外される可能性がある．

5 提案の攻撃情報収集方式
5.1

提案の概要

提案方式では，インターネットと Web ハニー
ポット間に配置される HTTP 転送機能が，宛先
URL のパス名が Web ハニーポットのディレクト
リ構造内に実在するかを調査する．さらに，実在
しない宛先 URL のパス名を特定した際に，攻
撃者が攻撃目標としている可能性が高いパスを
推測して宛先 URL のパス名を変換する．宛先
URL のパス名を推測するための手段としては，
キャッシュテーブルとアルゴリズムを備える．

5.2

ディレクトリ構造との整合性調査

HTTP 転送機能は，Web ハニーポットのディ
レクトリ構造を記憶するとともに，受信した
HTTP データの宛先 URL に記載されたパス名
を抽出し，両者の整合性を調査する．
宛先 URL のパス名と一致するパスが Web ハ
ニーポット上で確認できた場合は，宛先 URL を

変換せずに Web ハニーポットへ HTTP データ
を転送する．一方，一致するパスを確認できな
かった場合は，後述のキャッシュテーブルによる
URL 変換を試行する．

5.3

キャッシュテーブルによる URL 変換

HTTP 転送機能は，攻撃者が指定する可能
性が高いパス名と，そのパス名に対する変換候
補となる Web ハニーポット上のパス名の対を，
キャッシュテーブルとして保有する．キャッシュ
テーブルの初期エントリは，過去の観測や攻撃
ツールの解析結果からオペレータが作成する．
整合性調査において，変換が必要であると判
断された宛先 URL について，パス名を検索キ
ーとしてキャッシュテーブルを検索する．この結
果，エントリを特定できた場合は，宛先 URL の
パス名を，当該エントリに記載されている変換候
補パ ス 名に 変換し て Web ハ ニ ー ポ ッ ト へ
HTTP データを転送する．一方，エントリを特定
できなかった場合は，後述のアルゴリズムによる
URL 変換を試行する．

Webハニーポットの
ディレクトリ構造
vulap
|‐‐vulne
| |‐‐login.php
| |‐‐send.php
| |‐‐write.php
| |‐‐read.php
|
|‐‐bbs
| |‐‐write.php
| |‐‐read.php
|
|‐‐manage
|‐‐login.php
|‐‐index.php
・・・

変換元パス名

変換候補パス名

inc/index.php

vulap/manager/index.php

整合性
チェック

攻撃者
宛先URL：
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dir=http://anomary.net/m.txt
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図 3 提案方式の概要

“http://h.com/bbs/vulne/login.php?dir=http://anomary.net/m.txt”を抽出
yes

Webハニーポットのディレクト
リ構造と一致？

yes

パス名が一致するエントリが
キャッシュテーブルに存在？

no

no
ファイル名が一致するパスが
Webハニーポットに存在？

アルゴリズムによる URL 変換

HTTP 転送機能は，宛先 URL を変換するた
めのアルゴリズムを記憶するとともに，キャッシュ
テーブルでは対応できない URL の変換を試行
する．今回は，以下に示す，逆ロンゲストマッチ
に基づく変換アルゴリズムを採用する．
本アルゴリズムでは，キャッシュテーブルで変
換できない URL のパス名と類似したパスを，
Web ハニーポットに実在するパス群から抽出す
る．まず，パス名の末尾に記載されるファイル名
を検索キーとして，ディレクトリ構造を検索し，フ
ァイル名が一致する Web ハニーポット上のパス
を特定する．ここで，パスが特定できなかった場
合は，変換を断念して Web ハニーポットへ
HTTP データを転送する．また，パスを特定し，
且つ，それが単一である場合，宛先 URL のパ
ス名を特定したパスに変換する．一方，特定し
たパスが複数である場合，一階層上のディレクト
リ名が一致するパスを選択する．このように，デ

no

yes
yes

ファイル名が一致するパスが
単数？
no

ディレクトリ名が下位から最長一致するパスを変換候補に決定

5.4

Webハニーポット

変換を断念

宛先URLのパス名を変換（本例ではvulap/vulne/login.phpに変換）

h.comにHTTPデータを転送

図 4 シーケンス例
ィレクトリ名が下位から最長一致するパスを特定
し，宛先 URL のパス名を，特定したパスに変換
する．なお，この際特定した変換前と変換後の
パスの対からキャッシュテーブルの新規エントリ
を生成することで，以降の変換処理を高速化で
きる．
図 3 の構成において，HTTP 転送機能が
HTTP データを受信したと仮定する．この際，
HTTP 転送機能は，図 4 のシーケンスに従い，
URL 変換を試行する．宛先 URL のパス名は，
Web ハニーポットのディレクトリ構成と一致しな
い．さらに，キャッシュテーブルでも変換候補を
特定できない．このため，アルゴリズムでの変換
を試行する．まず，宛先 URL のパス名に記載さ
れたファイル名と同一のファイル名を保有する

パスを複数特定できる．その後，一階層上のデ
ィレクトリ名が一致する候補を検索することで，
変換候補となるパス名を特定する．
このように，提案方式では，宛先 URL のパス
名が実在しない攻撃に関しても，ファイル名が
実在しない攻撃以外は，宛先のパス名を推定し
て URL を変換する．これにより，Web ハニーポ
ットが搭載する Web アプリケーション宛である可
能性が高い攻撃のみを故意に成功させる．
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図 5 インターネット実験環境

6 インターネット実験結果
6.1

概要

高対話型 Web ハニーポットを適用する目的
は，マルウェアに感染して攻撃者に HTTP レス
ポンスを返信することで，攻撃が成功する Web
サイトとして攻撃者に認識されることである．さら
に，マルウェアが新たなマルウェアのダウンロー
ダとして起動する攻撃を含め，可能な限り多くの
マルウェアを収集することも重要でなる．
ここでは，高対話型Web ハニーポットのプロト
タイプをインターネットに接続し，提案方式の効
果を評価する．なお，今回の実験では，提案方
式をプロトタイプに搭載せず，プロトタイプで採
取したデータを机上で分析することで提案方式
の効果を算出した．

6.2

プロトタイプ

インターネット実験に際し実装した高対話型
Web ハニーポットのプロトタイプは，図 5 に示す
ように，ぜい弱な Web アプリケーションを搭載し
た囮 Web サイトを保有する．さらに，囮 Web サ
イトへの通信ログを取得しつつ，囮 Web サイト
が感染したマルウェアを定期的に駆除するコン
トローラ[9]を配置する．提案方式を実装する場
合は，コントローラへの実装を想定している．な
お囮 Web サイトの OS には Linux を採用し，
Web アプリケーションは PHP で開発されたぜ
い弱な Web アプリケーションを採用した．

表 1 インターネット実験結果
総数

成功した攻撃

提案方式の適用
により成功する攻撃

攻撃件数

1035

33（3.2%）

516（49.9%）

マルウェア種別数

63

14（22.2%）

45（71.4%）

6.3

プロトタイプを用いた実験結果

プロトタイプをインターネットに接続し，2009
年 1 月 30 日から 2009 年 7 月 22 日に収集し
た攻撃を分析し，提案方式の効果を評価する．
なお，本実験では，3 種類の Web アプリケーシ
ョン宛の RFI 攻撃を対象とした．攻撃全体，成
功した攻撃，本来失敗するが提案方式により成
功させることが可能な攻撃の件数と，各攻撃に
おいて採取可能なマルウェア種別数を表 1 に示
す．この際，マルウェア種別数は SHA1 値の比
較により算出した．また，マルウェア種別数の総
数に関しては，失敗した攻撃を手動解析してマ
ルウェアをダウンロードし，SHA1 値を計算する
ことで算出した．
攻撃件数に着目した場合，攻撃総数に対し
て，成功した攻撃は 3.2%であった．一方，提案
方式により故意に成功させることができる攻撃は
49.9%であった．また，成功した攻撃で収集した
マルウェアは 22.2%である一方，提案方式の適
用により成功する攻撃から採取可能なマルウェ
アは 71.4%であった．

6.4

考察

提案方式では，本来失敗する攻撃の約 50%

を故意に成功させる．一方，提案方式では，約
71%のマルウェアを収集できる．これは，攻撃件
数の割合以上にマルウェアを効率的に収集で
きることを示している．
また，提案方式で宛先 URL を変換できない
約 50%の攻撃には，プロトタイプが搭載してい
ない Web アプリケーション宛の攻撃が混在して
いた．さらに，入手した複数の攻撃ツールで予
め設定されていたパス名が宛先 URL に記述さ
れていた．このような宛先 URL を保有する全て
の攻撃を故意に成功させた場合，振舞いが不
自然になる可能性が高い．このため，Web ハニ
ーポットであることが攻撃者に検知される可能性
がある．このことを考慮すると，提案方式のように，
ディレクトリ構造に類似したパス名を保有する宛
先 URL のみを変換対象とする方式が適切であ
ると考えられる．
なお，今回成功した攻撃に関しては，囮 Web
サイトがイニシエートした宛先をコントローラで監
視することで，マルウェアダウンロードサイトを機
械的に特定できた．一方，成功しない攻撃に関
しては，通信ログおよび exploit コードを手動解
析してマルウェアダウンロードサイトを特定した．
このように，提案方式により，約 50%の攻撃に関
して，マルウェアダウンロードサイトを機械的に
抽出することが可能となる．これにより，解析コス
トの削減が期待できる．

7 おわりに
本稿では，低精度な無差別攻撃の宛先 URL
を制御して高対話型 Web ハニーポットで収集
可能な攻撃情報量を改善する手法を提案した．
提案方式では，受信した攻撃の宛先 URL に
記載されたパスが Web ハニーポット上に実在し
ない際に，攻撃者が攻撃目標としている可能性
が高いパスを推測して宛先 URL を変換する．
本稿では，推測方法として，宛先 URL のパス名
とディレクトリ構造の逆ロンゲストマッチをとる方
法を採用し，その効果を示した．
インターネット実験では，提案方式を適用す
ることにより，実在しないパス名を保有する宛先

URL の約 50%を，実在する宛先 URL へ変換
できる見通しを得た．なお，提案方式での変換
が困難な約 50%の攻撃には，Web ハニーポット
が搭載していない Web アプリケーション宛の攻
撃が混在していた．これらを故意に成功させた
場合，攻撃者に不自然な振舞いだと発見される
可能性がある．このため，提案方式の変換成功
率は適切な範囲だと考えられる．
提案方式の適用により，高対話型 Web ハニ
ーポットで収集可能な攻撃情報を改善すること
が可能となる．その結果，多種多様な攻撃を収
集して攻撃の実態を詳細に解析できる．これに
より，Web サイトを防御するために適用できる情
報の質と量を改善でき，安心・安全な Web サイ
トを運用する環境を構築できる．
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