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攻撃空間の探索範囲を拡大する FTP ハニーポットの設計
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あらまし 正規Webサイトを悪用してユーザ端末をマルウェアに感染させる攻撃が脅威とな
っている．この攻撃では，正規Webサイトが改ざんされ，当該サイトにアクセスしたユーザ
端末が，マルウェアに感染させるために攻撃者が用意した悪性Webサイトに誘導される．さ
らに，マルウェアに感染したユーザ端末からFTPアカウント情報が攻撃者により不正に入手さ
れ，当該ユーザのWebサイトコンテンツが攻撃者に改ざんされる．この際の通信やコンテン
ツを分析すれば，新たな悪性Webサイト情報等を発見して対策を講じることができる．そこ
で本稿では，おとりのFTPアカウントにより，監視下にあるWebサイトの改ざんを誘発して改
ざんの特徴を分析する，FTPハニーポットを設計，実装し，観測した情報を分析した結果を報
告する．
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Abstract Recently, with the widespread of the web, malware has been spreading via malicious websites. In
many cases, the malicious websites are constructed by falsifying legitimate websites. A user, who accesses the
falsified website, is redirected to an attacker’s website and is forced to download malware. Additionally, the
attacker steals the user’s FTP account information stored on the computer infected by the malware. Furthermore,
the attacker tries to falsify the user’s website as a legitimate website administrator using the stolen FTP account
information. To detect and prevent such an attack, it is necessary to reveal its characteristics, especially the
method to falsify user websites. In this research, we proposed an FTP honeypot which analyzes the
characteristics by triggering off falsification to our monitored website using decoy FTP account information.

1 はじめに
近年，企業や個人の Web サイトにおいてコ
ンテンツが改ざんされるインシデントが多発
している[1]．この改ざんにより，正規の Web
サイトのコンテンツの一部に自動転送コード
が挿入される．改ざんされた Web サイトを閲

覧したユーザのアクセスは，ユーザの意図と
は無関係に，攻撃者が用意した悪性 Web サイ
トへ転送される．悪性 Web サイトには，Web
ブラウザやプラグインのぜい弱性を標的とす
る攻撃コードが設置されており，ユーザは閲
覧するだけでマルウェアに感染する．この際
感染するマルウェアの一部は，FTP アカウン
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ト情報を漏えいする機能を保有している[2]．
このため，感染端末上に Web サイト管理者用
の FTPアカウント情報が記憶されている場合
は，その情報が攻撃者に漏えいしてしまい，
新たな Web サイト改ざんを引き起こす[3]．
このように，Web サイト改ざんと FTP アカウ
ント情報漏えいを引き起こす一連の攻撃では，
Web サイト改ざんとマルウェア感染が繰り
返されることで，被害が拡大する仕組みとな
っている．
図 1 Web 経由のマルウェア感染

2 マルウェア感染手法
インターネット

近年，Windows OS の基本機能としてパー
ソナルファイアウォールが適用されたことや，
NAT 環境下でのインターネット利用の普及
により，外部ネットワークから直接 Windows
OS のぜい弱性を攻撃するネットワーク経由
の感染が減少してきた．一方で，Web ブラウ
ザやプラグインのぜい弱性が継続的に多数発
見されており，攻撃者としては，Web 経由の
方がユーザをマルウェアに感染させることが
できる状況になっている．このため，マルウ
ェアの感染経路の主流は Web 経由への転換
しつつある．
Web 経由のマルウェア感染活動の典型例
を図 1 に示す．ぜい弱な Web ブラウザやプラ
グインを使用しているユーザは，攻撃者が用
意した改ざんコンテンツを閲覧した際に，攻
撃コードやマルウェアが配置された悪性
Web サイトに誘導され，マルウェアに感染す
る．マルウェアに感染した端末に Web サイト
管理用の FTPアカウント情報が記憶されてい
る場合，FTP アカウント情報は攻撃者に漏え
いする．攻撃者は，Web サイト管理者として
ユーザの FTPサーバにログインしてコンテン
ツを改ざんする．Web サイトでは FTP サーバ
上に配置されたコンテンツが表示されるため，
それ以降，この FTP サーバとシンクしている
Web サイトは，別の閲覧ユーザを悪性 Web
サイトへ誘導するために使用される．
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図 2 従来の対策手法

3 従来の対策手法
この攻撃を防御するために，従来では，Web
サイトの改ざんを検知して制御するサーバ側
の対策手法と，ユーザから改ざん Web サイト
や悪性 Web サイトへのアクセスをフィルタ
するユーザ側の対策手法が検討されている．
前者に関しては，SQL インジェクション[4]
など異常な HTTP リクエストメッセージを用
いたコンテンツ改ざんを検知する intrusion
detection system や intrusion prevention system
および web application firewall[5]などの，セキ
ュリティアプライアンスでの対処が検討され
ている．
一方，後者に関しては，悪性 Web サイトへ
の誘導やマルウェア感染を検知する仕組みを
搭載したクライアント型ハニーポット[6]で
Web サイトを巡回する手法が検討されてい
る．この手法では，クライアント型ハニーポ
ットで不特定多数の Web サイトへアクセス
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することで，改ざん Web サイトや悪性 Web
サイトの URL を特定する．なお，アクセス
した Web サイトのコンテンツを分析するこ
とで，マルウェア検体の収集に加え，ユーザ
のマルウェア感染の原因となる改ざんコンテ
ンツも特定できる．特定された URL はブラ
ックリスト化され，アクセスフィルタを実施
する際にフィルタ対象とされる，
図 3 従来手法の課題

4 従来の対策手法における課題
Web 経由のマルウェア感染活動は，Web サ
イトの改ざんと，ユーザのマルウェア感染の
両者が起点となっている．このため，サーバ
側での対策とユーザ側での対策の両者を考慮
した検討が必要となる．
セキュリティアプライアンスは，異常なア
クセスを検知する．このため，不正入手した
FTP アカウント情報を悪用して Web サイト
管理者として正規な手順でコンテンツを変更
する攻撃者は検知できない．一方，クライア
ント型ハニーポットは， Web サイトの改ざ
ん結果および改ざん Web サイトへのアクセ
ス後の発生事象は確認できるが，Web サイト
で発生したコンテンツ改ざんの経緯を把握で
きない．このようなセキュリティアプライア
ンスとクライアント型ハニーポットの課題を
考慮すると，サーバ側での対策とユーザ側で
の対策の両者を実現するためには，以下の課
題があると考えられる．
サーバ側での対策という視点では，従来の
対策手法では，図 3 に示すように，クライア
ント型ハニーポットで 既に改ざんされた
Web サイトを検知できるが，FTP アカウント
情報を悪用したコンテンツ改ざんは防御でき
ない．なお，Web サイトが改ざんされる際，
正規 Web サイトの.htaccess が不正に制御され
て Web サイトを閲覧したユーザを悪性 Web
サイトに誘導するなど，クライアント型ハニ
ーポットでの観測のみでは観測できない不正
制御が含まれる場合がある[7]．改ざん時に使

用される攻撃者の IP アドレスや，改ざん時に
アップロードされるコンテンツなどを観測で
きれば，観測結果をセキュリティアプライア
ンスでの攻撃検知に反映することで，Web サ
イトの改ざんを防止できる．
ユーザ側での対策という視点では，従来の
対策手法では，Web サイトが改ざんされてか
らクライアント型ハニーポットが改ざんを検
知するまでの期間，マルウェア感染活動は検
知できない．なお，既存の全 URL を短期間
で検査するクライアント型ハニーポットを用
意することは物理リソース面から非現実的で
ある．このため，本課題は，効率的に検査対
象の URL を決定するという課題と同義であ
る．効率的な検査方法としては，既知の改ざ
ん Web サイトや悪性 Web サイトの URL の近
傍を検査する手法[8]が検討されている．未知
の改ざん Web サイトや悪性 Web サイトを特
定できれば，既存の手法を用いて効率的に検
査対象の URL を決定できる．

5 FTP ハニーポットの設計
本稿では，クライアント型ハニーポットで
収集したマルウェア検体を，おとりの FTP ア
カウント情報を記憶させた開環境型マルウェ
ア動的解析機能[9]で動作させるとともに，お
とりの FTPサーバで攻撃者からのアクセスを
収集する FTP ハニーポットを提案する．FTP
ハニーポットへのアクセス元から攻撃者の
IP アドレスを特定するとともに，FTP ハニー
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ポットにアップロードされる情報から，改ざ
ん時に発生する事象を観測する．さらに，FTP
ハニーポットにアップロードされたコンテン
ツをクライアント型ハニーポットで検査する
ことで，未知の改ざん Web サイトや悪性 Web
サイトの特定を試行する．

検査対象
URLリスト

Webアクセス

リンク先を検査対象に追加

攻撃検知

攻撃検知時の
宛先URL収集

Web
コンテンツ
収集

マルウェア
収集

ハイパーリンク
URL収集

攻撃に使用さ
れたぜい弱性
情報収集

図 4 Marionette のワークフロー

5.1

構成

FTP ハニーポットは，クライアント型ハニ
ーポットと，インターネットに接続した環境
でマルウェアを動的解析する開環境型マルウ
ェア動的解析機能と，おとり FTP サーバと，
おとり Web サーバおよび，各機能を管理する
マネージャで構成される．
FTP ハニーポットにおけるクライアント型
ハニーポットとして，Marionette[10]を適用す
る．Marionette は，図 4 に示すように，ぜい
弱性個所の監視等による正確な攻撃検知や，
ダウンロードしたプログラムの動的隔離によ
り，安全性を確保しつつ実ブラウザを利用し
た検査を実施する，高対話型のクライアント
型ハニーポットである．さらに，マルチプロ
セス化や複数 OS 上での分散配置等を実現し
ており，多数 URL を短時間で検査できる．
Marionette を用いることで，マルウェア検体
の収集に加え，マルウェア感染を引き起こす
改ざん Web サイトや悪性 Web サイトを特定
する．
また，開環境型マルウェア動的解析機能と
しては，Botnet Watcher[11]を適用する．Botnet
Watcher は，マルウェア検体を感染させた内
部端末に対して，ゲートキーバーが内部端末
から正規 Web サイト等へのアクセスに対し
て疑似応答を返信しつつ，攻撃者との通信を
インターネットへ転送する機能を保有してい
る．これにより，マルウェア検体が送受信す
る通信の特徴や感染端末の挙動を安全に解析
する．各内部端末には複数の FTP クライアン
トソフトウェアをインストールしておくとと
もに，各マルウェア検体の解析毎にランダム
に生成した FTP アカウント情報を設定し，マ

内部端末

ゲートキーパー
Fake HTTPd

ゲストOS
コントローラ
コントローラ
VMM

Fake HTTPd
Peek
daemon

Fake HTTPd

インター
ネット

Fake HTTPd

ホストOS

Fake HTTPd

コントローラ

図 5 Botnet Watcher 概要
ルウェア検体がおとり FTPアカウント情報を
外部へ送信する動作を管理下で実行する．具
体的には，
マルウェア検体を動作させた際に，
FTP クライアントソフトウェアと FTP アカウ
ント情報に関するレジストリアクセスとファ
イルアクセスを監視し，FTP アカウント情報
の漏えいを確認する．
おとり FTP サーバでは，予め記憶していた
おとり FTPアカウント情報を用いてログイン
したユーザに対して，ユーザディレクトリを
割り当てるとともに，FTP アクセスや HTTP
アクセスのログをセッション毎に記録する．
この際，FTP アクセスに関しては，セッショ
ン毎に改ざん差分を記録する．また，おとり
FTP サーバと，インターネットに接続した
Web サーバとをシンクさせ，おとり Web サ
イトを構築する．ただし，一般ユーザがおと
り Web サイトを閲覧してマルウェアに感染
する事態を回避するために，おとり Web サイ
トにアクセス可能なユーザを制限する．
マネージャは，おとり FTP アカウント毎の
ログを管理する．具体的には，おとり FTP ア
カウント毎に，漏えいさせる際に使用したマ
ルウェア検体の情報と，おとり FTP サーバへ
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の FTP アクセスと HTTP アクセスのログをセ
ッション毎に記録する．

5.2

攻撃収集方法

FTP ハニーポットでは，
図 6 に示すように，
改ざん時に攻撃者が使用する IP アドレスや，
攻撃者が改ざん Web サイトを制御する際の
挙動および，改ざんコンテンツに記述された
他の改ざん Web サイトや悪性 Web サイトの
情報を収集する．
Marionette は，過去に改ざんが観測された
インターネットサービスプロバイダが提供す
る Web サイトや，公開されている悪性 Web
サイトリスト Malware Domain List (MDL) [12]
から，マルウェア検体を収集する．マネージ
ャは，Marionette が収集したマルウェア検体
を Botnet Watcher の内部端末へ投入する．こ
の際，マネージャは，おとり FTP アカウント
情報を内部端末に設定するとともに，おとり
FTP アカウント情報とマルウェア検体情報を
関連付けて管理する．Botnet Watcher は，マ
ルウェア検体を動作させ，おとり FTP アカウ
ント情報の漏えいを発生させる．マネージャ
は，定期的におとり FTP サーバやおとり Web
サーバからログを収集し，FTP アカウント情
報毎に分割して管理する．さらに，コンテン
ツが改ざんされた可能性があるおとり Web
サイトに関しては，Marionette で検査し，結
果をおとりFTPアカウント情報と関連付けて
管理する．
おとり FTP サーバやおとり Web サーバの
ログから，攻撃者が改ざん時に使用する IP ア
ドレスや攻撃者の振る舞い情報が収集できる．
さらに，Marionette による改ざん Web サイト
検査により，改ざんコンテンツに記述された
他の改ざん Web サイトや悪性 Web サイトの
情報を収集できる．

6 FTP ハニーポットの評価
サーバ側の対策手法の課題に関しては，
FTP ハニーポットにより，改ざん時に発生す

図 6 攻撃収集方法
るサーバ上での事象を観測できれば，観測結
果から Web サイトの改ざんを検知するため
の情報を抽出できる可能性がある．特に攻撃
者の IP アドレスに関しては，フィルタリング
等に活用できる．一方，ユーザ側の対策手法
の課題に関しては，FTP ハニーポットにより，
未知の改ざん Web サイトや悪性 Web サイト
を特定できれば，既存の手法を用いて効率的
に検査対象の URL を決定できる．
そこで本稿では，FTP ハニーポットを実装
し，攻撃者が改ざんに使用する IP アドレス数
を調査した．さらに，FTP ハニーポットで収
集した改ざんコンテンツを Marionette で検査
した際に抽出した URL と，公開ブラックリ
スト MDL に掲載されていた URL の発見時間
を比較評価した．なお，本評価では 2012 年 4
月 1 日から 2012 年 8 月 22 日までの期間で収
集した情報を用いている．

6.1

攻撃者が使用した IP アドレスの評
価結果

おとり FTPアカウント情報を漏えいさせる
ために Marionette で収集したマルウェア検体
数と，攻撃者が使用した IP アドレス数および，
改ざんアクセス数の時系列累積グラフを図 7
に示す．
本評価では，継続的に一定数のマルウェア
検体を収集し，各検体を用いて FTP アカウン
ト情報の漏えいを試行できた．その結果，従
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表 1 特定時間の比較

累積件数
1000
900
800

700

新規に発見したIPアドレス数
漏えい後に使用されたFTPアカウント数
全改ざんアクセス数

URL
FQDN

600
500

400
300

MDL
掲載
件数
2
28

差異が
あった
件数
1
2

提案方
式での
発見日
4/23
4/23
5/24

MDL
掲載日
4/25
4/25
5/23

200

表 2 改ざんコンテンツを Marionette で検査
した際に発生した外部アクセス

100

0
2012/4/1

2012/5/1

2012/6/1

2012/7/1

2012/8/1

図 7 収集情報

検査対象 URL
外部アクセスが発生した検査対象 URL
外部アクセスの宛先 URL
iframe タグが挿入されていた宛先 URL

IPアドレス
FTPアカウント

図 8 FTP アカウントと IP アドレスの関係

来の手法では収集できない攻撃者の IP アド
レスを 200IP アドレス以上，改ざんアクセス
を 900 アクセス以上収集できた．なお，攻撃
者からおとりFTPサーバへのアクセスを確認
したところ，ログイン認証時に失敗する事象
が発生していなかった．このことから，攻撃
者は，ブルートフォース攻撃ではなく，漏え
いした FTP アカウント情報を用いておとり
FTP サーバにアクセスしていることが確認で
きた．また，漏えいさせた FTP アカウント数
と比較して，収集した IP アドレス数は倍以上
の数となっている．これは，攻撃者が同一の
FTPアカウント情報を用いて複数の IPアドレ
スからおとりFTPサーバへアクセスしている
ことを示している．図 8 は，おとり FTP サー
バへのアクセスに利用されたFTPアカウント

件数
60
50
65
48

とアクセス元の IP アドレスの関係を示して
いる．FTP アカウントと IP アドレスは複数の
クラスタに分割できる．これは，FTP アカウ
ント情報を入手した攻撃者が複数の bot を用
いておとりFTPサーバへアクセスしているこ
とを示している．
このように，FTP ハニーポットを用いるこ
とで，従来の手法では特定できない，攻撃者
が改ざんの際に使用している IP アドレスや，
改ざんコンテンツを収集できる．この IP アド
レスからユーザの Web サイトへのアクセス
を監視することで，攻撃者が改ざんコンテン
ツをアップロードするアクセスを検知できる
可能性がある．また，Web サイトにアップロ
ードされるコンテンツに対してFTPハニーポ
ットで収集した改ざんコンテンツとの一致性
を確認することで，攻撃者による Web サイト
の改ざんを検知できる可能性がある．

6.2

改ざんコン テンツに記載された
URL の評価結果

FTP ハニーポットで収集した改ざんコンテ
ンツを保有する Web サイトを Marionette で検
査した際に抽出した 796URL と 150FQDN に
関して，公開ブラックリストである MDL へ
の掲載状況を調査した．掲載されていた場合
の日時情報において日単位の差異があった場
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合の比較を表 1 に示す．
本調査が示すように，URL に関しては，攻
撃者が改ざんコンテンツに記載していたが
MDL に掲載されていない最新の URL を 794
件収集できた．一方，MDL に掲載されていた
URL や FQDN に関しては，MDL への掲載日
と同等の時期にFTPハニーポットで観測でき
た．このため，FTP ハニーポットを用いるこ
とで，最新の悪性 URL 情報を収集できると
考えられる．
本評価では，MDL に未掲載の URL を多数
収集した．この URL には，MDL に掲載前の
悪性 URL が含まれていると考えられる．そ
こで，2012 年 8 月 21 日に FTP ハニーポット
で収集した URL を Marionette で検査した結果
を分析したところ，表 2 に示すように，イン
ターネットへのリダイレクトアクセスが 50
件発生し，内 48 件のアクセス先において
iframe タグが挿入されていた．また，リダイ
レクトアクセスの内 38 件は国外の Web サイ
トへのリダイレクトだったが，リダイレクト
先でリンク切れ状態が発生していた．
さらに，
リダイレクト先の URL を解析したところ，
blackhole という exploit kit が使用された形跡
を多数確認できた．このため，リダイレクト
先の URL が，今後攻撃者が使用を開始する
悪性 Web サイトである可能性が高いと考え
られる．
このように，FTP ハニーポットを用いるこ
とで，未知の改ざん Web サイトや悪性 Web
サイトを特定できる．これらの URL や，改
ざんコンテンツの文字列は，セキュリティア
プライアンスでの攻撃検知に利用できる．
FTP ハニーポットの情報を用いてユーザから
Web サイトへのアクセスを監査することで，
ユーザをマルウェア感染から保護できる可能
性を高めることができる．

6.3

考察

Web 経由のマルウェア感染において，改ざ
ん Web サイトや悪性 Web サイトの動作は，

ユーザA

入口サイト

中継サイト

攻撃サイト

マルウェア配布サイト

マルウェア
1)Webブラウザやプラグインにぜい弱性があるユーザが改ざんコンテンツを閲覧
1’)別のlサイトへ誘導（攻撃サイトに誘導される場合もあるが、中
継サイトを経由する場合有り）

2)攻撃サイトへ自動転送

3)攻撃コードを送付して制御を奪取し、マルウェア配布サイトからマルウェアを
ダウンロードさせ実行させる処理を実行

図 9 改ざん Web サイトや悪性 Web サイト
の動作
入口サイトや中継サイトと，攻撃サイトおよ
びマルウェア配布サイトに分類できる．入口
サイトや中継サイトは，アクセスしたユーザ
を攻撃サイトへリダイレクトさせる．攻撃サ
イトは，ユーザに対してマルウェア配布サイ
トからマルウェアをダウンロードさせて実行
させる攻撃コードを送信する．
Marionetteは，
図 9 に示すような，改ざん Web サイトにアク
セスした後のリダイレクト関係を分析できる．
表 2 に示すように，FTP ハニーポットでは，
iframe タグの挿入が多数確認されるなど，多
くの入口サイトや中継サイトを特定できた．
このため，Marionette を用いることで，一回
の改ざんから，複数の中継サイトや攻撃サイ
トおよびマルウェア配布サイトも発見できる
と考えられえる．また，攻撃者が悪性 Web
サイト URL の近傍に悪性 Web サイトを多数
構築するという報告がある[12]．このため，
FTP ハニーポットで収集した URL の近傍を
Marionette で検査することで，未知の改ざん
Web サイトや悪性 Web サイトを発見できる
可能性がある．
FTP アカウント情報を不正入手した攻撃者
は，このアカウント情報を用いてアクセスで
きる FTPサーバを最大限活用すると考えられ
る．このため，長期間おとり FTP サーバにア
ップロードされるコンテンツを分析すること
で，有効な情報を継続的に収集できると考え
られる．また，攻撃者が改ざん後の Web サイ
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トを確認する可能性を考慮すると，本来おと
り Web サイトへのアクセスは可能な限り制
限しないことが望ましい．しかし，一般ユー
ザがおとり Web サイトにアクセスした場合，
マルウェアに感染する可能性があるため，お
とり Web サイトへのアクセスは Marionette で
の検査時に発生する通信のみに限定している．
このように，長期間の観測と，安全性を維持
しつつ攻撃者とおとり Web サイトの通信を
最大限許容する通信制御の実現は，今後の課
題ではあるが，FTP ハニーポットの有効性を
高める効果が期待できる．
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