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お知らせ

4月22日公開
実験用ブラウザ MutualTestFox 3.0!5+draft02.0 (r718) 

サーバ拡張モジュール mod_auth_mutual (r718) 

5月8日公開
実装に誤り、両者の修正版 (r736)

J(pi) が draft01、ISO 11770-4 相当で実装されていた誤り修正
FAQを掲載

5月29日公開
Firefox 3.0RC1相当に対応、バグ修正、機能改善 (r791) 

r736でバイナリに混入したテストコードによるバグ修正
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プロジェクト概要

Yahoo! JAPANとの共同研究
オークション事業部
2006年1月より
インターネットにおけるセキュリティ強化技術の研究
Phishing対策

成果
啓発コンテンツの制作
「HTTP Mutualアクセス認証」の設計
実装例「MutualTestFox」「mod_auth_mutual」の開発
IETFへの標準化提案
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Webサービスでの利用

ソフトウェアの整備   

     標準規格への提案

ロードマップ

標準化プロセス

(IETFでの議論)

2007 2008 2009 2010 2011 ……

ヤフオク
サイト上で
実証実験

ヤフオクで
本格的利用

Internet Draft 

起草・提案

他社サービス
でも採用

オープンソース
実装の提供

RFC 化

各ブラウザへの
標準搭載一部ブラウザ

への搭載
(作者への働きかけ)

2006

試作品の
実装

プロトコル
仕様の
設計

これまでの
成果
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Phishingの手口と実態

Phishingの典型事例
日本での被害状況
Firefox等、主要ブラウザの現在の対策
残されている危険性
中間者攻撃によるphishing

9

日本語Phishingの実例
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私もひっかかりそうに…
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偽メール
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私の場合

PayPalにユーザ登録した翌日に、phishingメールが
来た
原因
実は、PayPalのphishingメールは元々毎日のように受信
してたが、spamフィルタされていて見ていなかった
本物のPayPalからのメールを受信したことが、spamフィ
ルタの学習に影響
PayPalのphishingメールだけフィルタされなくなった

もちろん私はひっかかりはしませんでしたが!!

普通の人はひっかかりそう
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日本での被害状況
「不正アクセス行為の発生状況」（国家公安委員会、総務省、
経済産業省発表）より
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ブラウザによるブロック
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IE 7の場合
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残されている危険性

ブロックで防げるのは
偽サイトだと誰かが既に通報したサイト
大規模な無差別spamで偽サイトに誘う手口には有効
最初の何人かはひっかかっても、その他大勢は助かる

防げないケース
「最初の何人か」
少人数に標的を絞った誘導
日本ではこの手口がほとんどを占めていると思われる

マイナーなサイトに対する攻撃
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マイナーサイトの事例
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標的型の事例
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中間者攻撃によるphishing

中継による偽サイト（構築は極めて簡単）
全データを双方向に本物サイトに中継する
通信データを記録する（盗む）
途中からセッションを乗っ取る（攻撃アクションを起こす）
通信データの一部を差し替えて中継する（振込先を変更して
中継するなど）
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米Citibankの事例

Citibank Phish Spoofs 2-Factor Authentication (2006/7/10)
http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2006/07/citibank_phish_spoofs_2factor_1.html

Man-in-the-middle attack on Citibank users concerns experts 
(2006/7/14)
http://www.scmagazine.com/us/news/article/569881/man-in-the-middle-attack-citibank-users-
concerns-experts/

Bank Systems & Technology: Phishers Beat Citi's Two-Factor 
Authentication (2006/7/18)
http://www.banktech.com/rdelivery/showArticle.jhtml?articleID=190500614

FST US Article: Phishing and forward looking financial 
institutions
http://www.usfst.com/pastissue/article.asp?art=268947&issue=183

Man-in-the-middle attacks Citi authentication system 
(2006/12/7)
http://www.finextra.com/fullstory.asp?id=15570

RSA Alert: New Universal Man-in-the-Middle Phishing Kit 
Discovered (2007/1/10) 
http://www.rsasecurity.com/press_release.asp?doc_id=7667 21

Mutual認証による防止

仕組み
新プロトコルによるログイン認証
サーバがユーザを認証するのと同時に、
ブラウザがサーバを認証する
中間者攻撃を防止する

新たなユーザインターフェイスの導入
パスワード入力欄をLocation Bar （アドレスバー）に設置
ログイン中であることの表示

使い方
デモ
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考え方

偽サイトと本物サイトの違い
本物サイトはユーザのパスワードを知っているが、
偽サイトはユーザのパスワードを知らない

前提
ユーザが本物サイトに既にログインアカウントを持って
いることを前提に

相互認証におけるサーバ認証の意味
サーバがユーザのパスワードを知っていることの確認
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「サーバ認証」の意味
VPNの場合
通常、サーバ認証も行う
通信路上の攻撃者にサーバになりすまされるのを防止
登録済み公開鍵による認証、事前共有鍵による認証等

接続するサーバをユーザが事前に設定する
接続先を固定的に設定しているため、phishingとは無縁

WebのTLS(SSL)の場合
通信路上のなりすましを防ぐのが本来の目的
接続先がドメイン保有者であることを認証局が確認している

事前設定なしに、初めて訪れた任意のサイトで利用できる
phishingの懸念

EV SSLの場合
サイト運営者が信頼に値するかを一定基準で認証局が認証 24



「サーバ認証」の意味

Mutualアクセス認証の場合
ユーザがパスワードを登録したことのあるサイトである
ことの確認

つまり
VPNのように、接続先を事前設定して使うようなもの
「設定」しているサイトに接続中は緑色表示になる

そして事前設定は不要
Webサイトにアカウントを登録する行為自体がその「設定」
になる
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使い方
パスワードは、専用入力欄にしか入れない
偽サイトでパスワードを入れてしまっても、問題ない

個人情報やカード番号等は、ログイン中にしか入力しない
ログイン中であることを示す緑色表示を確認のうえで
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手口ごとの解決理由

パスワード詐取型
Mutual認証では、偽サイトでパスワードを入力しても、
パスワードを盗られない

カード番号等詐取型（ログイン後の）
Mutual認証では、偽サイトではログインが成功しないの
で、ユーザは入力しない（でください）

中間者攻撃によるセッションハイジャック型
Mutual認証では、偽サイトではログインが成功しない
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カード番号詐取型の事例
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カード番号詐取型の事例
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対策の限界

アカウントの初期登録時
ログイン前に個人情報を入力せざるを得ない
このときは、そもそも慎重であるべき
本物サイトであることは、従来通りの方法で確認する
アドレスバーのURLのドメイン名を確認する
TLSのサーバ証明書の内容を確認する

こんな行動をする人は助けられない
ログインなしにいきなりカード番号や住所を入力させられ
る手口で、ひっかかってしまう人

非対応サイトも使うユーザの行動
対応サイトは対応サイトのはずと知っている必要がある
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ユーザインターフェイス

Chrome領域は偽装されない
「アドレスバーが偽装される」というのは過去の話

IE 6 SP1までにあった脆弱性
Firefox 3では、Location Bar（アドレスバー）のない
ポップアップウィンドウを出せなくなった
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従来のUI

Basic認証、Digest認証はこれを使うこと
ブラウザ実装者はMutualの入力欄を使ってはいけない 32



プロトコル設計

「HTTPアクセス認証」の一つとして
RFC 2617, HTTP Authentication: Basic and Digest Access 
Authentication （1999年）

Basic Access Authentication （Basic認証）
Digest Access Authentication (Digest認証）

RFC ????（20??年）
Mutual Access Authentication (Mutual認証）

自然な拡張
インターネットの基本プロトコルとして受け入れられる
ことを期待
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注意事項

通信路上の攻撃は防止しない
通信路上の脅威を想定する場合は従来通りTLSを併用すること

例
通信路上で盗聴、改竄される恐れがある場合
パスワードは保護するが、通信データは保護しないので、TLSで保護

DNS spoofingの恐れがある場合
偽サーバによる中継攻撃を検出しないので、TLSで保護

設計趣旨
通信路上の攻撃よりも偽サイトによる攻撃の方が現実に深刻
通信路上の攻撃を想定しない（http:// で使う）サイトで
も、Mutualアクセス認証を利用する意義がある
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FAQ
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FAQ（続き）

Digest 認証にも相互認証の機能はあったはずです
が、Digest 認証では不足ですか
サーバ認証はオプションで、しかも認証結果をどうする
かが規定されていないし、実装もされていない

PAKE を使わなくても相互認証は実現できるので
はないですか
後述

PAKE を使うなら既に TLS-SRP があるのになぜ 

TLS-SRP を使わないのですか
後述
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認証の強度

パスワード推定攻撃の分類
オフライン攻撃
ハッシュ値などから元のパスワードを復元しようとする
レインボーテーブルを用いた手法等

オンライン攻撃
実際にログインを試して元のパスワードを探り当てる

チャレンジレスポンス認証等
オフライン攻撃に弱い（ハッシュ演算に基づく）

PAKE方式を用いたMutualアクセス認証
オフライン攻撃に強い（離散対数問題に基づく）
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パスワード認証の強度
オフライン攻撃に弱いプロトコルでは

NIST SP 800-63 Appendix Aによると
一般的なパスフレーズでは 40 文字でも 62 ビット程度
100 ビットには、ランダムな文字列でも 16 文字が必要

80ビットのパスワードエントロピーでは危険、100ビット欲し
い（暗号学研究者談）

PAKE方式では
盗聴や偽サイトで盗られたデータからパスワードは復元困難
（離散対数問題的な意味で）
オンライン攻撃に耐えられる程度の長さのパスワードでよい

オンライン攻撃の危険性は残る
パスワードロックによる対策が可能
非常に安易なパスワードは破られるので設定してはいけない
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 プロトコル概要
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詳細
iso-11770-4-dl2048の場合
離散対数に基づく暗号計算
鍵交換 2048bit

ハッシュ長 256bit (H = SHA256)

（以下、数式で mod q, mod r などの剰余演算は省略）

クライアント側
ユーザ名 u, パスワード p, ホスト名 h

上記から生成される認証情報"
" = H(algorithm | h | realm | u | p)　

サーバ側
DBに格納される認証用データ J(")

J(") = g"　
J は一方向性関数: 復元はパスワード全探索が必要

40



なぜ○○じゃだめなの?

TLSクライアント認証をなぜ勧めないの？
TLSクライアント認証では、偽サーバが、認証ができた
ふりをすることができてしまう
ログイン中でも、コンテンツの真偽性を確認できない

TLS-SRP (RFC 5054)をなぜ使わない？
ホスト単位でしか認証の有無を制御できない

Webアプリケーションには不向き
IMAP over TLS-SRP とかには向いているが

IETFでも批判があってInformationalにとどめられた
TLSをこれ以上複雑にしすぎるなという批判
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Webアプリ用として

HTML Form認証はもうやめよう！
脆弱性の温床
セッション管理方式の独自設計で大穴が開く！
XSS脆弱性によるcookie漏洩でセッションハイジャック！
Session Fixation脆弱性の完全な対策が面倒

HTTPアクセス認証なら
誰でもログイン機能を簡単に設置できる
ただし

CSRF (Cross-Site Request Forgery) 対策は従来通り必要

42



普及するか

Basic認証は使われなくなった
原因
ブラウザのUIがかっこわるい
ログアウト機能がない
ログインせずに同じページのコンテンツを閲覧するという使い
方（ゲストアクセス）ができない
ホストをまたがったシングルサインオンが実現できない

Mutual認証では
上記の欠点を克服するよう改善
ログアウト機能
サーバからログアウトさせる機能（設計済み、未実装）
ゲストアクセス機能（設計済み、未実装）
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 その他の機能

同一ドメインの複数ホストをまたがったSSO

「auth-domain」パラメータに「*.example.com」などと
指定することで実現（予定）

ドメイン名をまたがったSSO

LibertyやOpenIDとの連携を検討中

ワンタイムパスワードは使える？
可能になる予定
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FAQ（続き）
サーバ側でパスワードはどのような形式で保持するのですか
チャレンジレスポンスのように生パスワードを保存する必要はない
専用の一方向性関数で変換した値を保持

サーバのパスワード DB が漏洩したときのリスクはどうなっ
ていますか
漏洩した情報を用いて偽サイトを作られても、ドメイン名が異なる
ので、Mutual認証は成功しない

ドメイン名を変更するとき、既存のアカウントはどうなりま
すか
パスワードDBを流用できない
将来のドメイン名変更に備えて、パスワードを公開鍵暗号で暗号化
して別途保管しておいていはいかがか
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今後の展開と期待

普及に向けて
Firefoxに取り込まれることを期待
コードの提供

RFC化を目指す
IETFで引き続き働きかけ

他のHTTPサーバ、Webアプリサーバ用のMutual認証モ
ジュール
他のどなたかに実装していただけるとありがたい

Microsoft社がInternet Explorerに採用してくれることを期待

Yahoo!オークションのサイトで実証実験
6月下旬開始予定
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