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Webアプリケーションのための攻撃手法の収集
～攻撃者の誘導手法の実装と評価～

久保田 康平1,a) 小出　洋2,b)

概要：本論文では, 不審な行動や特定のパスへのアクセスをしたユーザを攻撃者と見なし, その攻撃を誘導

することで攻撃手法の収集・監視することによるWebアプリケーションの保護を目的としている. その目

的を達成するために既存のWebアプリケーションを変更することなく高対話型ハニーポット機能の付加

を行った. また, 特定のアクセスを攻撃と推測し, 誘導・監視することを可能にした. システムの設計と実

装を行い, クラウド上で立ち上げて実際に監視した結果, 特定のアクセスに対する攻撃の検出を確認した.
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Abstract: The objective of this papar is to protect Web Applications from attackers by collecting suspicious
behavior and accesses to specific paths. To achieve this objective, applications in operation was added to
functions of honeypot without changing the applications. Also, the applications were enabled to conducting
and observing specific accesses that were regarded as attacks. The system was designed, built, and located
on a cloud service. Attacks that searched specific paths were consequently detected.
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1. はじめに

本研究では, 既存のアプリケーションの機能を変更する

ことなく不審な行動の監視, phpMyAdmin[6]を狙った攻

撃手法の収集・分析を行い, 具体的な攻撃手法の検出をす

ることでその対策を講じたり, 不正アクセスをハニーポッ

トに誘導し被害を小さくしたりすることで, Web アプリ

ケーションを保護することを目的とする. その目的を達成

するために, 特定のサーバへの要求の際, 必ず経由するプ

ロキシサーバであるリバースプロキシ [4]によってWebア

プリケーションに擬似 API を付加し, アプリケーション

にハニーポット機能を持たせること, また URLにおいて

phpMyAdminという文字列を検出した際, ハニーポットに
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誘導することで攻撃者の動向を監視するシステムを設計・

実装した. また実際にクラウド上に設置し, アプリケーショ

ンに接続したユーザのリクエストの中でシステムが攻撃と

推測したものを監視した. URL上の phpMyAdminという

文字列を攻撃として検出する理由として, [2]において攻撃

者の多くが phpMyAdminのディレクトリ及び setup.php

に対しての接続が可能であるか調べていたことがあげられ

る. その研究において実装したシステムはユーザがアプリ

ケーション内に存在しないリクエストを規定回数以上行っ

た時に, そのユーザを攻撃者とみなし監視するシステムで

あったが, 攻撃者の 90%が phpMyAdminへのアクセスを

試みようとしていることがわかった. したがって, これら

の URLを検索をあらかじめ攻撃とみなすことで攻撃者を

早期に検知することができると考えた.

また本研究において, Web アプリケーションの保護を

達成するために,既存のアプリケーションに対してハニー

ポット機能を容易に付加することを目標としている. 容
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易にハニーポット機能の付加を可能にすることで, アプリ

ケーションを作成するユーザはハニーポット機能を簡単に

付加できるようになりWebにおけるセキュリティを高め

ることが可能になる. [2]における実装では, 擬似 APIの付

加によって攻撃者を擬似データベースに誘導している. 擬

似データベースには, 運用しているアプリケーションで用

いているデータベースと同じテーブルを用意しているが正

規データベースのデータは入っていないため, 高対話型ハ

ニーポットでありながら, 低対話型ハニーポットと同程度

の安全性を担保している. この際, 正規 APIを継承したク

ラスである擬似 APIを作成することで, 攻撃者を擬似デー

タベースに誘導するが, そのためにはハニーポット化する

アプリケーションのAPIを理解する必要があり難易度が上

がる. このことを解決する方法の一つとして, アプリケー

ションにあらかじめ擬似データベースのみを接続しておく

ことで APIを変化することなく, ハニーポット機能を付加

することが可能になった.

この実装によってアプリケーションを変更せずに php-

MyAdminを文字列に含むリクエストを書き換えるような

リバースプロキシの変更のみによって phpMyAdminをハ

ニーポット化することが可能という結果が得られた. また

phpMyAdminへの攻撃誘導を付加したシステムをクラウ

ド上に設置し監視した結果, アプリケーションへの不審な

行動を検出し記録することが可能だということ, 不審な行

動によるハニーポットへの誘導及び記録モードへの移行よ

りも早期に, phpMyAdminの setup.phpを狙った脆弱性攻

撃を検出することが可能だという結果が得られた.

2. システムの機能と手法・実装

本章では実装のために用いたシステムの機能について記

述するとともに, 実装におけるネットワークの設計のため

の手法と実際に行った実装について説明する.

2.1 システム構成

本研究における提案手法では, 攻撃検出を行うリバース

プロキシ機能を搭載したシステムと収集した情報の閲覧・

分析を行う管理システムの 2種類から構成される. 攻撃検

出システムで収集された情報はデータベースに記録され,

管理システム上で確認することが可能である. 管理システ

ムのデータベースはセッション情報とリクエスト情報を格

納する RDBと接続先情報のキャッシュと POSTメソッド

の場合のパラメータを格納する NoSQL DBで構成されて

いる. コンテンツは最低 1つでも動作するが, 複数個設置

することで攻撃者に 1つのコンテンツがハニーポットと判

断された場合, 再接続の際に, 他のコンテンツに接続させ

て引き続き攻撃活動を誘導することが可能となる. これは,

接続状態のキャッシュが無効になった際, 接続を行うと初

回接続と同様とみなして通信を行うためである. また,攻

撃検出システムのリバースプロキシ機能により, コンテン

ツに外部からの接続を行うことは不可能であり, 攻撃検出

システムを介してのみ接続可能である.

2.2 システムの機能

ここでは, システムの設計のために用いた情報システム

について, その機能を実装する.

2.2.1 リバースプロキシ

リバースプロキシとは, 特定のサーバへの要求を必ず経

由するように設置されたプロキシサーバのことである. リ

バースプロキシを使用する利点は以下のようなものがあ

げられる. リバースプロキシを前置することで, 内部ネッ

トワークに存在するWebサーバを外部から隠蔽し安全性

を高めることができる.また複数のサーバ群に処理を分散

させることで付加分散を可能にすることである. 加えて,

Webサーバ群にリバースプロキシを組み合わせる場合, リ

バースプロキシが各Webページにある URLを書き換える

ことによって, 異なるサーバ群を一つのアプリケーション

サーバのように独立のサーバであるため, アプリケーショ

ンサーバ内を変更することはない.

2.2.2 ハニーポット

ハニーポットは未対策のアプリケーションや OSに存在

する脆弱性をシステムに用意し, 攻撃者をシステムに誘導

することで, 攻撃活動や不正アクセスを促すシステムであ

る. ハニーポットを用いることで, 攻撃者の行動や攻撃手法

といった情報を収集することが可能である. ハニーポット

には, 攻撃者からの接続によって初めてハニーポットとし

ての役割を持つ対話型ハニーポットがある. そして対話型

ハニーポットには低対話型ハニーポットと高対話型ハニー

ポットの 2種類の分類がある.

低対話型ハニーポットは特定のプロトコルや脆弱性を

持ったアプリケーションを擬似的に模倣することで, 攻撃

者をエミュレーション環境に誘導し攻撃活動を促すハニー

ポットである. 低対話型ハニーポットの特徴として, 攻撃

者が接続したシステム上で行っている動作やコマンドはシ

ステム側でエミュレートされているものであるということ

が挙げられる．攻撃者はシステムに用意された疑似コマン

ドを利用するため，攻撃者側の画面上では攻撃が成功して

いるように見えているが，実際には実行されていないコマ

ンドのためホストマシンへの影響はない．

一方, 高対話型ハニーポットは実際の物理マシンや仮想

マシン上に脆弱性を持ったアプリケーションや OSを配置

し動作させる事で, 攻撃者をシステムに接続させ攻撃活動

を促すハニーポットである．高対話型ハニーポットは低

対話型ハニーポットとは異なり，実際のマシン上でアプ

リケーションや OSの動作を行う．そのため，より高度な

攻撃手法の取得が可能になる一方，OSコマンドやアプリ

ケーションの全機能を利用できることから，ファイルシス
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テムの破壊やハニーポット自体が踏み台とされるリスクも

ある．この事から高対話型ハニーポットを設置する際, 攻

撃者が他のシステムに影響を与えないようにネットワーク

を考慮することが必要であるため, 運用が難しい.

2.2.3 phpMyAdmin

phpMyAdminとは, MySQLサーバをウェブブラウザで

管理するためのデータベース接続クライアントツールであ

り, PHPで実装されている. phpMyAdminを用いること

で, SQL文を記述することなく, MySQLに対して様々な

操作が行える. また, ユーザが任意の SQL 文を記述して

実行することもできる. このツールの特徴は直感的に扱え

るWebインターフェイスであり, ほとんどの MySQL機

能をサポートしており, クエリを使用することで複雑な問

い合わせを作成することも可能であることである. 一方で

phpMyAdminはWebサーバに設置するため, 容易にアク

セスされてしまう危険性があり, また有名な管理ツールで

あるため攻撃の対象とされやすい.

2.3 先行研究における手法

[2]では, 攻撃検出機能を搭載することで, 攻撃からWeb

アプリケーションを保護し, 攻撃手法を行うシステムをク

ラウド上に設置し監視していた. このシステムはHTTPリ

クエストを受け取った際にユーザ属性の状態に応じてコン

テンツ側のAPIを正規と擬似に切り替えることで, Webア

プリケーションを攻撃から保護することが可能であるもの

であった. また攻撃手法の収集も行っており, 攻撃傾向の

分析も可能であった.

各システム及びコンテンツは Linuxコンテナ技術である

Dockerを用いたものである. Docker[7]は Docker社が開

発したコンテナ型の仮想化環境を提供するオープンソース

ソフトウェアである. コンテナ型はホスト OS上に仮想化

されたハードウェア上で動作するハイパーバイザ型やホス

ト型とは異なり, プロセス環境上においてファイルシステ

ムやネットワークインターフェース, 名前空間を独立する

ようにさせて動作させるものである. ホスト OSの 1プロ

セスとして動作するため, 軽量であり, 特定の環境に依存す

ることなく動作することが可能である.

Dockerを用いることで, 各コンテナ内で実行されている

プロセスはそれぞれ内部で完結しており, 他のコンテナに

対して影響を与えない. そのため, システムは高対話型ハ

ニーポットの機能を有しているが, 低対話型のハニーポッ

トと同様の安全性を担保している.

[2]におけるシステムは攻撃検出を行うリバースプロキ

シ機能を搭載した攻撃検出システムと収集した情報の閲

覧・分析を行う管理システムから構成される. 管理システ

ムと攻撃検出システムは分離して動作させることも可能で

あるため, 攻撃検出システムのみを搭載した端末とそれら

の情報を集約する管理システムに分けて運用することも可

能である. 攻撃検出システムで収集した情報は管理システ

ムのデータベース上に記録されており, 管理システム上で

確認することが可能である. 管理システムのデータベース

はセッション情報とリクエスト情報を格納する RDBと接

続情報のキャッシュと POSTメソッドの場合のパラメー

タを格納する NoSQL DBで構成されている. ユーザがこ

のシステムに接続を行う場合, 攻撃検出システムを介して

各コンテンツに接続を行うようになっている. その際に行

う処理の流れは以下のようなものである.

1. 接続先情報の読み出し

2. コンテンツと接続元 IPアドレスの紐付け (初回接続

時のみ)

3. HTTPリクエストの読み取り

4. セッション情報の記録

5. HTTPリクエスト情報の記録・書き換え

6. コンテンツに HTTPリクエストを送信

7. ユーザに HTTPレスポンスを送信

ユーザが初めてシステムに接続すると, 攻撃検出システ

ムは接続元 IPアドレスをキーとしてランダムに決定され

たコンテンツを紐付けし, セッション情報と共に JSONで

キャッシュを行う. セッション情報を識別する値は UUID

Version4[14]によりランダムに生成される. UUID V4とは

University Unique Identifer Version4の略で 128ビットの

数値で表され, 一般的に 16進法で表現される一意識別可能

な識別子のことである. セッションの IDを生成した後, コ

ンテンツ情報はシステムに登録されたものからランダムに

決定してそのポート番号を格納する.

接続先情報が読み出されたあと, HTTPリクエストの読

み取りを行い, セッション情報を管理データベースに記録

する. HTTPリクエストのあと, ユーザの状態に応じて情

報の記録・HTTP リクエストの書き換えを行う. ユーザ

属性の状態は通常モードと記録モードの 2 種類ある. 通

常モードは, 一般ユーザがシステムに対して接続を行う際

のモードであり, 一般的には通常モードが使用される. 記

録モードは, ユーザがシステムに対して攻撃を続けた際に

用いるモードであり, 通常モードから切り替えられ攻撃情

報の収集を行うモードである. ユーザモードの切り替えは

モードスコアの値により判定を行う. モードスコアの値は

HTTPレスポンスを確認し, 認証が必要なページに認証な

しで接続する場合に返される 403や, ファイルが存在しな

い場合に返される 404などといった場合に増加する. これ

は, 通常利用では起こりえない HTTPステータスコードが

生じることで, 攻撃の疑いがあると推測を行っているため

である. また, 切り替えの基準となるモードスコアの値は

自由に変更することが可能であり, 誤検知が多くなった場

合でも柔軟な運用が可能である.
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記録モードにおける通信情報は, ユーザが接続するたび

に HTTPリクエストから情報の取得を行っており, その情

報を管理データベースに記録している. HTTPリクエスト

のヘッダには最低, 接続メソッド, 接続パス, ホスト名, 接

続する際に使用するハードウェアやソフトウェアの情報が

記載されているユーザエージェント, どのようなデータを

受け取りたいかを記す Accept情報が記載されている.

取得する情報としては, 接続パスと接続メソッドの 2種

類がある. 接続メソッドが POSTメソッドの時はパラメー

タの情報も合わせて取得を行う.

コンテンツを受け取った HTTPレスポンスはボディの

情報をユーザが利用可能なポート番号の修正を行う必要が

ある. 例えば, ページ遷移時のリンクの情報がコンテンツ

から受け取った情報をそのままユーザに送信するとコンテ

ンツのポートに対して接続を行い, 攻撃検出システムを介

さないため, ユーザのクライアントからコンテンツに接続

を行うことが不可能になる. ポート番号の修正に関しては,

正規表現を用いたコンテンツポート番号とマッチしたもの

を攻撃検出システムが用いているポート番号に書き換えて

送信を行う. これにより, 攻撃検出システムを介して接続

を行うことでユーザがコンテンツに接続することが可能と

なる. コンテンツに接続されるデータベースは, 正規運用

中の場合に用いるデータベースと擬似運用中の場合に用い

るデータベースの 2種類が接続されており, 正規 APIは正

規運用のデータベース, 擬似 APIは擬似運用のデータベー

スに接続している. 2つのデータベースのテーブル構造に

はどちらも同一の構造が格納されている. これは攻撃者が

SQLインジェクションを行ってシステム側が記録モードに

移行した際にテーブル構造の変化によりハニーポットだと

判断されることを防ぐためである.

コンテンツの API作成時に攻撃検出システムと連動を

行うために正規と擬似の 2種類の APIを作成する必要が

ある. その際に設定するルーティング情報は, 攻撃検出シ

ステム側でパス情報が変更された状態でコンテンツに送信

されるためパスの統一が必要である. 以下は homeという

APIを実行する場合の一例である.

正規APIと擬似APIは同一の動作を行うため, 同じデー

タ構造を用意する必要がある. 擬似 API作成にはオブジェ

クト指向の手法を用いて正規 APIを継承することにより,

作成することが可能である. 正規運用時に攻撃検出システ

ムは通常モードのため, 正常通信としてシステムが認識し

ており, 受信した HTTPリクエストをコンテンツにそのま

ま送信している. 一方, 擬似運用時に攻撃検出システムは

記録モードに移行しているため, すべての通信情報は記録

している. またシステムは正規 APIを擬似 APIに書き換

え, HTTPリクエストをコンテンツに送信している. 擬似

APIに接続しているため読み出しを行うデータベースは擬

似運用のデータベースが読み出される. これにより擬似運

用時には正規運用のデータベースを読み出さないためデー

タベース内の情報の安全性を保つことができる.

2.4 追加した手法とその実装

リバースプロキシで受け取ったリクエストはリバースプ

ロキシ内で必要に応じて変換される. 例えば上述のシステ

ムにおけるリクエストにおいては, ユーザがリバースプロ

キシであるポートに HTTP リクエストを送ると, アプリ

ケーションサーバへのポートへとリクエストが変更される.

また攻撃者だと判断された場合も, リクエストの書き換え

が行われ, それによりAPIが変更されるようになっている.

　このリクエストパスの書き換えを行うことでユーザが

送った HTTPリクエストを書き換えて, 異なるアプリケー

ションを利用させることが可能になっている. この機能を

用いて Dockerで 8880番ポートに phpMyAdminのコンテ

ナを作成し, リバースプロキシとデータベースに接続する.

　ユーザはリバースプロキシの IPアドレス:リバースプロ

キシのポート番号/(phpmyadminもしくは phpMyAdmin)

を検索するとリバースプロキシは HTTPリクエストの書

き換えを行いHTTPメソッドの, /(phpmyadminもしくは

phpMyAdmin) を消し, リクエストヘッダの Host 部分を

phpMyAdminのポートである 8880番ポートへと変更する

ようにする. また phpMyAdminの表示のためのソースも,

同様にポートを変更することで正しく表示するようにす

る. リクエストに phpMyAdminもしくは phpmyadminと

いう文字列がある場合, リクエストを変更する関数を導入

し, 転送するポートと変更したリクエストを戻り値とする.

POSTメソッドの場合, クエリ文字列をリクエスト文字列

の最後尾に付加させ, GETメソッドに変更することでリク

エストを受け取るようにしている.

この実装を行う際, phpMyAdminは高対話型ハニーポッ

トとして動作させるため, phpMyAdminに接続させるデー

タベースは擬似データベースのみとなっている. このハ

ニーポット化は擬似データベースにしか接続していない

ため, 擬似 APIを作成する必要がない. つまりアプリケー

ション自体の変更を加えることなくハニーポット機能を付

加することが可能である. また, 擬似データベースには既

存のアプリケーションに用いるテーブルと同様のテーブル

は存在するが正規のデータベースのデータが入っていない

ため, 情報が漏洩することがなく安全性を確保できる.

この実装における利点は, 既存のアプリケーションに追

加しやすい点とハニーポット化されたアプリケーションを

並列して設置することが可能で廃棄しやすい点である. 既

存のアプリケーションにリバースプロキシを接続し, その

リバースプロキシにハニーポット化された phpMyAdmin

を接続すれば高対話型ハニーポットとしての機能をアプリ

ケーションに付加することが可能になる. また [11]におい

て自動化されたツールを用いた攻撃の収集を向上させる手
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法として, 実在しないパス名が URLに記述した場合それ

を実在する URLに変換することで攻撃を誘導する手法が

ある. しかし, その手法において実在しないパスが, 実在す

るパスと大きく異なると実在するパスに変換できないとい

う結果が得られている. この際, 変換できなかったパスを

元に Dockerコンテナを用いてハニーポット化されたアプ

リケーションを追加することで攻撃検出精度を向上できる

可能性があり, その実装はコンテナを立ち上げてリバース

プロキシに接続するという方法で実現でき, さほど難しく

ない. また攻撃等でアプリケーションとしての機能を保て

なくなった場合, コンテナを廃棄, 再構築することでアプリ

ケーションの機能を簡単に復元可能である.

3. 実験

本研究で実装したシステムをクラウド上に設置して実験

を行った. 検証環境は Amazon Web Service(AWS)[9]のク

ラウド上である. Amazon Web Serviceは, Amazon.comが

提供しているクラウドコンピューティングサービスである.

AWSのサービスの一つである Amazon Elastic Compute

Cloud(EC2)[9]は, アマゾンが提供する計算資源を用いて

アプリケーションを実行する AWSのクラウド内で提供し

ているウェブサービスであり, インスタンスと呼ばれる仮

想コンピューティング環境を提供している. この AWS上

に追加実装前のシステムと追加実装後のシステムをそれぞ

れ一つずつ, それぞれ 2019年 1月 23日から 2019年 1月

29日までの 7日間設置した. この時の AWSのインスタン

スは T2microを利用した. インスタンスの性能を以下に

示す.

インスタンス T2micro

vCPU 1

メモリ [GB] 1

ストレージ　 EBS のみ
表 1 インスタンスの性能

引用元　 https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/

4. 結果

4.1 攻撃検出件数の比較

追加実装を行う以前のシステムへのユーザへのアクセス

件数は 368件あり, そのうち 1件が攻撃だと判断され全体

の 0.2%が記録モードに移行した. 一方, 追加実装を行った

システムにおいてはユーザのアクセスが 185件あり, その

うちアクセスの 0.5%である 1件が記録モードに移行した.

4.2 phpMyAdminのアクセスによる攻撃検出

追加実装を行った攻撃検出システムにおいて setup.php

に対しての接続が確認された. 調べたところ [10], この攻

撃は phpMyAdminのバージョンが 3.3.10.2未満, もしく

は 3.4.3.1未満で phpMyAdmin配下に setup/index.phpと

setup/config.phpが存在し,　外部から接続できる時に可

能な脆弱性攻撃であることがわかった. 本研究で用いた

phpMyAdminはバージョンが 4.8.4であり, この攻撃への

対処があらかじめされていたことからアクセスを試行する

以上の攻撃には発展しなかった.

5. 考察

5.1 攻撃検出件数

追加実装を行ったユーザのアクセス件数は 185件, 追加

実装を行っていない時のユーザのアクセス件数は 386 件

であった. 一方で攻撃検出件数は追加実装を行った場合と

行っていない場合でそれぞれ 1件ずつ確認した. しかし, 1

週間と短い期間での実施であり, 今後インスタンスの数を

増やしたりより長い期間監視を行ったりすることで, 攻撃

検出精度の変化をより詳細に判断可能になると考えられる.

5.2 phpMyAdminの setup.phpを狙った攻撃の観測

phpMyAdmin を追加実装したシステムにおいて php-

MyAdminの setup.phpを狙った攻撃と見られる動向を観

測した. 本研究で用いた phpMyAdmin はバージョンが

4.8.4であり, この攻撃への対処があらかじめされていたこ

とからアクセスを試行する以上の攻撃には発展しなかった

が, この攻撃を早期に検出したことで, 攻撃検出の精度の向

上という点において有用性があると考えられる.

一方で, 具体的な攻撃手法を収集できなかったことは課

題である. この課題を解決するために, システム内に脆弱

性があるように見せかける脆弱性ハンドラを導入すること

でより詳細な攻撃を収集を可能にすると考えられる. 脆弱

性ハンドラとは攻撃を検出した際, その脆弱性が存在する

かのようにレスポンスを返すことで, 攻撃を促すシステム

である.

6. まとめと今後の課題

6.1 まとめ

本研究において既存のWebアプリケーションのシステム

を変更することなくハニーポット機能を付加し, リバース

プロキシを用いて攻撃者をハニーポット化した phpMyAd-

min に誘導することが可能という結果が得られた. また

phpMyAdminを文字列に含むリクエストを用いた攻撃検

出手法は, 既存のアプリケーションを全く変更することな

く, ハニーポット機能の付加が可能という結果が得られた.

また, 今回追加実装した phpMyAdminは Dockerを用いて

起動しており, コンテナ内のプロセスは独立しているで他

のコンテナに対して影響を与えない. したがって低対話型

ハニーポットと同程度の安全性を担保できる. またコンテ

ンツ等が実際に稼働している高対話型のハニーポットであ
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るが, 攻撃活動により稼働が難しい場合, コンテナの破棄・

再起動が容易である.

機能上攻撃検出が可能だということがわかった一方で,

攻撃検出件数そのものが 1件と少なく, 未知の攻撃に対す

る攻撃収集をすることもできなかった. そこで攻撃の検出

を継続して行うとともに, 機能の改良を行う必要がある. 以

下のような改良が今後の課題となる.

6.2 今後の課題

6.2.1 レスポンスボディの書き換えによるページ転送の

自動化

今回提案した手法では, phpMyAdmin のレスポンスボ

ディでリクエストされる API1つ 1つを既存のアプリケー

ションと比較して, ポートの変更を行うことで phpMyAd-

minのすべての APIが転送されるようになっている. し

かしそれでは, 複数のアプリケーションをハニーポット化

する際に実装が難しくなってしまう. レスポンスボディの

書き換えを自動的に行えるようにすることで複数のハニー

ポット化するアプリケーションを並行して設置することが

可能になると期待できる.

6.2.2 攻撃検出後のレスポンスコードステータス変換

今回の提案手法において, 攻撃の検出は行えたが具体的

な攻撃の手法を収集するには至らなかった. しかし攻撃者

はクローリングすることで既知の脆弱性を検知しそれに基

づき攻撃する. したがって攻撃の具体的な手法を検出を可

能にするために, 攻撃を検出した時点での 400番台のレス

ポンスコードを 200番に変換する機能を追加することで具

体的な攻撃を検出可能になることが期待できる.

6.2.3 提案手法における有用性評価の継続

提案手法による攻撃検出システムは, 現在 AWS[9]上の

クラウド環境上に設置されている. しかしこのシステムに

おいて, 攻撃手法の具体的な検出に至っていない. そこで

上記のような機能の実装をし, 改良を行いながら有用性の

評価を行う.
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