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サイバー攻撃の侵入経路を考慮した
セキュリティリスク評価技術
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概要：2014 年には，米国 NIST から約 8,000 件もの脆弱性情報が公開された．特に高い関心を集めた
「Heartbleed」と呼ばれる脆弱性の場合，脆弱性情報の公開直後から同脆弱性を狙った攻撃が急増したた
め，企業などの情報システム部門は迅速な対処が求められた．このような場合，数多くの脆弱性の中から
システムに内在する対処すべき脆弱性を特定し，攻撃を受けた場合に発生する 2 次的な被害の大きさやシ
ステム全体への影響を考慮して優先度付けする必要があるため，高度な情報セキュリティスキルが求めら
れる．しかし，そのようなセキュリティ専門家は不足しており，個々の組織で専門家の確保や育成も困難
である．そこで，システムに内在する脆弱性を迅速に特定するとともに，予測されるサイバー攻撃の侵入
経路を網羅的に抽出して優先的に対処すべき脆弱性を順序付けする技術を開発した．これにより，専門家
不在の組織でも容易に対策の優先順位を明らかにでき，脆弱性への一律かつ迅速な対応が可能となる．
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Abstract: Last year, NIST published about 8,000 vulnerabilities. Especially after they published a report
of vulnerability that called as “Heartbleed”, cyber-attacks that exploit it increase suddenly. So, system engineers had to response it with rapidity. For immediate responses, they need the ability to sort out urgent
vulnerabilities from numerous vulnerabilities and the ability to prioritize vulnerabilities based on influence
expansion and target distribution. But, due to an expert shortage, not all organizations can acquire security
experts. Therefore, we have developed the technology that automatically enumerate routes of intrusion and
prioritize the vulnerabilities. It makes possible that system engineers response to vulnerabilities with rapidity
and regularity.
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めた「Heartbleed」と呼ばれる脆弱性の場合，脆弱性情報

1. はじめに

の公開直後から同脆弱性を狙った攻撃が急増したため，企

ソフトウェアなどのセキュリティ上の不具合を記し

業などの情報システム部門は迅速な対処が求められた [2]．

た脆弱性情報の報告数は年々増加している．2014 年には，

このような場合，公開された数多くの脆弱性の中から対

NIST（National Institute of Standards and

Technology）*1

処すべき脆弱性を特定し，優先度を付けるため，脆弱性がも

や IPA（Information-technology Promotion

Agency）*2 が，

たらすリスクを迅速に評価する必要がある．ソフトウェア

約 8,000 件の脆弱性情報を公開した [1]．特に高い関心を集
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*1
*2

NIST は，NIST の米国登録商標です．
IPA は，独立行政法人情報処理推進機構の登録商標です．
本稿は第 68 回コンピュータセキュリティ研究会で著者が執筆し
た「ベイジアンネットワークを利用した動的モデリングによるセ
キュリティリスク評価システムの開発」を元としている．
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脆弱性を評価する標準的な指標として，CVSSv2（Common

られるが，そのようなスキルを持つセキュリティ専門家は

Vulnerability Scoring System Version 2.0）[3] が存在する．

不足しており [4]，個々の組織で専門家の確保や育成も困難

CVSSv2 は，表 1 に示す 3 つの評価基準から構成されてい

である．

る．基本評価は “攻撃条件の複雑さ” など個々の脆弱性の

上記状況を解決すべく，本研究では，特に「影響を受ける

技術的な特性に基づいた評価であるため，情報公開機関で

対象システムの範囲」の評価の自動化をめざし，システム

統一的に評価が可能であり，CVSSv2 策定以後，脆弱性公

の脆弱性を迅速に特定するとともに，予測されるサイバー

開情報に評価結果が記載されるようになった．脆弱性を取

攻撃の侵入経路を網羅的に抽出して優先的に対処すべき脆

り巻く周辺状況に基づく現状評価に関しても，同様である．

弱性を順序付けする技術を開発している [5], [6]．本技術で

しかし，個々のシステム状況に基づく環境評価について

は，インターネット上のセキュリティ公開情報とシステム

はシステム管理者に委ねられている．環境評価では，
「二次

から取得したシステム構成情報に基づき，予測されるサイ

的被害の可能性」を評価するために，システムが生命維持

バー攻撃の侵入経路を網羅的に抽出し，グラフ理論に基づ

などの機能を担っていないか評価する必要がある．また，

いてモデル化することで脆弱性のリスクを評価している．

「対象システムのセキュリティ要求度」を評価するために，

本研究では，実際の脆弱性公開情報を利用して実験するこ

情報資産の重要度やシステム上での格納状況などを考慮す

とで，提案するグラフモデルの適正さと実用に耐えうる性

る必要がある．そして，
「影響を受ける対象システムの範

能があることが確認した．

囲」を評価するために，脆弱性のある機器へのサイバー攻

本稿では，まず，2 章で関連技術について説明し，3 章

撃の到達可能性やその容易性，脆弱性攻撃を受けた際に他

で本研究の課題とその解決手段となるセキュリティリスク

機器に与えうる影響などを考慮して評価する必要がある．

評価技術について説明する．4 章でリスク評価を自動化す

これらの評価には，高度な情報セキュリティスキルが求め

るシステムの全体像を説明し，5 章で課題解決能力と性能
について評価実験を行う．そして，6 章で結果を考察し，

表 1

CVSSv2 の構成要素 [7]

Table 1 Components of CVSSv2.
基

セキュリティ

準

特性

基

攻撃区分

本

概要
脆弱性のあるシステムをどこから攻撃可
能であるか

7 章でまとめる．

2. 関連技術
本研究に関連する技術を表 2 に示す．

2.1 設計段階のリスク評価技術

評

攻撃条件の複

脆弱性のあるシステムを攻撃する際に必

価

雑さ

要な条件の複雑さ

基

攻撃前の認証

脆弱性を攻撃するために対象システムの

計段階で設計情報を基にリスク評価する技術が存在する．

準

要否

認証が必要であるか

金子ら [8] は，アシュアランスケース [9] とコモンクライ

機密性への影

脆弱性を攻撃された際に，対象システム

テリア [10] を組み合わせ，セキュリティ要件の充足ため

響

内の機密情報が漏えいする可能性

完全性への影

脆弱性を攻撃された際に，対象システム

響

内の情報が改ざんされる可能性

ら [11] は，セキュリティ要件とその要件の実現方式，実装

可用性への影

脆弱性を攻撃された際に，対象システム

の判定ルールの関係を構造化し，要件の充足度の判定を容

響

内の業務が遅延・停止する可能性

易化している．さらに，セキュリティ要件の充足度をコー

現

攻撃される可

攻撃コード・攻撃手法が実際に利用可能

ディングレベルで判定し，セキュアなアプリケーションを

状

能性

であるか

自動生成する技術 [12] も存在する．

評

利用可能な対

脆弱性の対策がどの程度利用可能である

価

策のレベル

か

基

脆弱性情報の

脆弱性に関する情報の信頼性

準

信頼性

環

二次的被害の

対象システムが脆弱性を攻撃された場合

る技術であるため，日々新しい脆弱性が発見される中で，

境

可能性

の物理的な機器への被害や，生活基盤，

迅速な脆弱性対応により，セキュリティ要件を維持してい

身体などへ及ぼす二次的な被害の可能性

く仕組みまで考慮されていない．

評

個々のシステム状況に基づくリスク評価技術として，設

の非機能要件を分析する手法を提案している．また，芦野

このように，設計段階のリスク評価技術では，多様なセ
キュリティ要件によるリスク分析が可能になる．しかし，
事前に規定されたセキュリティ要件に基づきリスク評価す

価
基

影響を受ける

利用環境の中で，脆弱性を攻撃される可

準

対象システム

能性のある対象システムを利用している

の範囲

範囲

対象システム

機密性・完全性・可用性が失われた場合

運用段階でシステム情報を基にリスク評価する技術も存在

の セ キ ュ リ

の影響度

する．たとえば，田島ら [13] は，NESSUS [19] などの脆弱

ティ要求度
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2.2 運用段階のリスク評価技術
迅速かつ効率の良いセキュリティ対処を実現するため，

性診断ツールを利用し，診断結果を統一的に管理すること
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表 2 関連技術

Table 2 Related technology.
分類

関連技術

概要

本研究との差分

設計

金子ら [8]

アシュアランスケースとコモンクライテリアを組み合わせ，非機能要件を分析

日々変化する状況

段階

芦野ら [11]

要件とその実現方式，判定ルールの関係を構造化し，要件充足度の判定

への迅速な対応方

評価

鈴木ら [12]

セキュリティ要件の充足度をコーディングレベルで判定

法が未検討

運用

田島ら [13]

診断結果を統一的に管理することで，脆弱性管理を効率化

環境評価基準の

段階

松永ら [14]

復旧作業にかかる時間を考慮し，システム負担の少ない対処方法評価

自動評価方法が

評価

岡城ら [15]

セキュリティ要件の変更にともなうセキュリティポリシの変更を支援

未検討

アタッ

Xinming ら [16]

脆弱性やネットワーク，権限など様々な関係をモデル化

リスクの定量的な

クグラ

Sheyner ら [17]

ネットワーク越しの侵入経路をグラフモデル化

スコア化までは未

フ

Ingols ら [18]

サービス層までネットワーク関係を分析し，侵入経路をモデル化

実施

で，脆弱性管理を効率化している．また，松永ら [14] は，

評価と変わらない．機械的にアタックグラフを生成する方

対処作業や復旧作業にかかる時間を考慮し，システムに負

式 [16], [17], [18] が有効と考えられるが，脆弱性スキャナ

担の少ない対処方法の評価を実現している．さらに，岡城

の情報を利用して，侵入経路や攻撃シナリオを網羅的に洗

ら [15] は，システム内のセキュリティ設定を統合的に管理

い出すことに注力した研究が多く，脆弱性がもたらすリス

することで，セキュリティ要件の変更にともなうセキュリ

クの定量化をめざした例は少ない．

ティポリシの変更を支援するシステムを提案している．

そこで，まず我々は，CVSSv2 の環境評価基準のうち，

しかし，これら運用段階のリスク評価技術では，セキュ

「影響を受ける対象システムの範囲」の評価について考慮

リティ運用の効率化を実現しているものの，CVSS の「影

すべきケースを分析し，それらを適正に評価しつつ，定量

響を受ける対象システムの範囲」の評価まで自動化できて

化できるリスク評価方式を考案する．

おらず，本来，影響を受けない脆弱性に対しても過剰に対
処している場合がある．稼働中のシステムの脆弱性対処を
行う場合，テスト環境での動作確認，システム停止にとも
なう業務やサービスへの影響分析など，多くの工数と時間

3. セキュリティリスク評価技術の提案
3.1 本技術が解決する課題
我々は，
「影響を受ける対象システムの範囲」の評価にお

が必要となるため，無計画に不要な脆弱性対処を実施する

いて考慮すべきケースを分析し，図 1 の 3 項目に着目し

ことは望ましくない．また，多くの脆弱性の対処を迫られ

た．なお，本稿では，脆弱性 x がもたらすリスクを R(x)

ることで，喫緊に対応が必要な脆弱性への対処が遅れ，大

と記載する．

きなセキュリティ事故に発展してしまう懸念もある．その

( 1 ) ネットワーク到達性

ため，システム状況に基づいた環境評価を機械化すること

同じ脆弱性 x であっても，その脆弱性が発見された機

が，セキュリティ運用における効率と事故防止の両面で，

器によってリスク R(x) は大きく異なる．図 1 (1) の例

効果的である．

では，脆弱性 α2 を有する機器は，外部から直接アク
セスできず，脆弱性がない機器により守られているた

2.3 アタックグラフ技術
サイバー攻撃の到達可能性など，複雑な関係を持った

め，R(α2 ) は R(α1 ) よりも小さい．

( 2 ) 侵入経路の多様性

リスクを評価する技術として，アタックグラフ（Attack

外部ネットワークから直接エクスプロイトできない機

Graphs）[20] と呼ばれる手法が提案されている．アタック

器の脆弱性であっても，他の機器を踏み台として攻撃

グラフとは，各機器における脆弱性や情報資産の保有状況，

される恐れがある．高度な標的型攻撃を仕掛ける攻撃

機器間のネットワーク接続性，サービスの稼働状況などか

者の場合，様々な偵察行為やエクスプロト行為を繰り

ら，脅威と脆弱性の関係をグラフモデル化する手法であり，

返して，侵入を試みるため，その機器まで至る侵入経

脅威や脆弱性の関係を可視化されることで，適切なリスク

路が多ければ，同機器が有する脆弱性 x のリスク R(x)

の評価が可能になる．

は必然的に大きくなる．たとえば，図 1 (2) では，脆

セキュリティ専門家が机上でセキュリティ分析する際
の分析ツールとして検討されたものまで含めると，様々
なアタックグラフが検討されている．ただ，分析者の手に

弱性 β1 を有する機器への侵入経路は多数存在するた
め，R(β1 ) は R(β2 ) より大きくなる．

( 3 ) 影響拡大の可能性

より状況に応じたモデル構造の設計や脅威の大きさなど

脆弱性リスク R(x) を評価する場合，同脆弱性の攻撃

のパラメータ付けが必要な手法では，結局高度な情報セ

のしやすさを評価するだけでは十分ではない．機器の

キュリティスキルが必要となってしまい，CVSSv2 の環境

脆弱性への攻撃が成功した場合，同機器の背後にある

c 2016 Information Processing Society of Japan
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図 2 ベイジアンネットワークの適用例

Fig. 2 Application example of Bayesian network.

示すとおり，個々の脆弱性の技術的な特性に基づいた
攻撃容易性のスコアを攻撃の起こりやすさ（条件付き
確率）と見なすことで，定量的にシステム状況を考慮
図 1 本技術が着目した 3 項目

Fig. 1 3 items that we focus on.

した攻撃容易性（周辺確率）を得ることができる．

( 2 ) 脆弱性がもたらすリスクを評価する手法の 1 つとして，
グラフ理論における最短経路問題を解くダイクストラ

機器の脆弱性が多い方が，次の攻撃へとつながりやす

法を応用した方法 [22] が存在する．すべての攻撃経路

く，より大きな影響拡大へと発展しやすい．そのため，

を網羅的に抽出し，攻撃の起点からの最大リスクとな

図 1 (3) の例では，脆弱性 γ や θ などを背後に持つ脆

る経路を求める手法であり，ネットワーク到達性を考

弱性 α2 のリスク値 R(α2 ) は R(α1 ) より大きくなるよ

慮してリスクを評価できる．しかし，この手法では，

うに見積もるべきである．すなわち，影響拡大の可能

侵入経路の多様性を適切に評価することができない．

性に比例して，脆弱性がもたらすリスク R(x) は大き

一方，ベイジアンネットワークでは，因果関係を持つ

くなる．

すべての事象との条件付き確率から，確率的な合算値

本研究では，これら 3 項目を考慮したリスク値が算出可
能なグラフモデルを検討した．

として周辺確率が計算されるため，すべての因果関係
を考慮した確率値が得られる．すなわち，ネットワー
ク到達性と侵入経路の多様性を適切に評価できる．

3.2 サイバー攻撃の侵入経路のグラフモデル

( 3 ) ベイジアンネットワークでは，実際に発生した事象を

前記のように，アタックグラフの研究において，サイ

エビデンスとして設定することで，確率の再計算が容

バー攻撃の侵入経路を表す様々なグラフモデルが検討され

易に可能である．そのため，各脆弱性への攻撃が発生

ている．本研究では，グラフモデルを選定するにあたり，

した状況を仮定して再計算し，平常時との差分をとる

以下 3 つを要件と考えた．

( 1 ) 優先的に対処すべき脆弱性を順序付けするための定量
化ができるグラフモデルであること．

( 2 ) ネットワーク到達性と侵入経路の多様性を定量的な結
果に反映しやすいグラフモデルであること．

( 3 ) 影響拡大の可能性を定量的な結果に反映しやすいグラ
フモデルであること．

( 4 ) 定量化した結果が発散しないように結果を正規化しや
すいグラフモデルであること．

ことで，影響拡大の可能性を評価できる．

( 4 ) ベイジアンネットワークでは，確率論に基づき，計算
がなされるため，条件付き確率として 0〜1 に正規化
した値を与えることで，攻撃容易性として周辺確率も

0〜1 の範囲で評価できる．
ベイジアンネットワークを適用するには，ノードとアー
ク，さらに各ノードがとる状態を定義する必要がある．本
研究では，図 3 の定義を提案する．

• 機器ノード

上記要件を満たすグラフモデルとして，本研究では，ベ

システムを構成する機器そのものを表すノードである

イジアンネットワーク技術 [21] により解析可能な非循環有

（図 3 の a）
．機器ノードがとる状態は，同機器が侵害

向グラフ構造を採用した．ベイジアンネットワークは，因
果関係を確率により記述するグラフモデルであり，個々の

されたかの真偽である．

• 脆弱性ノード

事象の起こりやすさ（条件付き確率）を定義することで，

機器が保有する脆弱性を表すノードである（図 3 の

複雑な因果関係を持った事象の発生確率（周辺確率）を定

b）．脆弱性ノードがとる状態は，同脆弱性が攻撃に利

量的に表すことが可能なモデルである．ベイジアンネット

用されたかの真偽である．

ワークを用いた解析には，以下特徴がある．

• アーク（因果関係）

( 1 ) 現状，NIST から公開された脆弱性情報から統計的な

機器と脆弱性の因果関係を表す．脆弱性 α1 から機器

攻撃発生確率を得ることはできない．しかし，図 2 で

1 へのアークは，機器 1 が脆弱性 α1 を保有しているこ
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提案するグラフモデル

図 4

Fig. 3 Proposed graph model.

グラフモデルの近似

Fig. 4 Approximation of the graph model.

とを表す（図 3 の c）．機器 1 から脆弱性 θ2 へのアー

表 3 機器ノードの条件付き確率表

クは，機器 1 を踏み台とし，脆弱性 θ2 を利用した機器

Table 3 CPT of device nodes.
脆弱性 β

2 への攻撃を表す（図 3 の d）．
3.3 グラフモデル構築のアルゴリズム
提案手法では，以下，手続きによりグラフモデルを構築

True

False

脆弱性 α

True

False

True

False

機器

True

p

p

p

0

a

False

1−p

1−p

1−p

1

する．

表 4

( 1 ) 脆弱性ノード（図 3 の a），機器ノード（図 3 の b）を

脆弱性ノード α の条件付き確率表

Table 4 CPT of vulnerability nodes.

配置する．機器が保有する脆弱性は，取得した機器情
機器 b

報と収集した脆弱性公開情報から特定する．

( 2 ) 脆弱性から機器へのアーク（図 3 の c）を接続する．
( 3 ) 機器から脆弱性へのアーク（図 3 の d）を接続する．

True

False

機器 a

True

False

True

False

脆弱性

True

e(α)

e(α)

e(α)

0

α

False

1 − e(α)

1 − e(α)

1 − e(α)

1

提案手法では，各機器からメッセージが到達する機器
が保有する脆弱性すべてにアークを接続する．

( 4 ) 非循環有向グラフへと近似する．近似方法については，
3.4 節で説明する．
( 5 ) 条件付き確率表を設定する．設定方法については，
3.5 節で説明する．
( 6 ) ベイジアンネットワークの算出結果から，リスク値を
算出する．リスク値算出方法については，3.6 節で説
明する．

さを表す条件付き確率表（CPT: Conditional Probability

Table）を各ノードに設定する必要がある．条件付き確率
表とは，親ノードがとりうる状態の組合せすべてに対して，
条件付き確率を記載したテーブルである．提案手法では，
機器ノード，脆弱性ノードともに 2 値の状態をとるグラフ
モデルとして定義したため，親ノード数 N の場合，2N 個
の条件付き確率を定義する必要がある．
本研究では，条件付き確率表を設定するため，以下 2 つ
のパラメータを定義している．条件付き確率表の設定方法

3.4 非循環有向グラフへの近似
一般的なネットワークでは，機器間において相互に通信

は，表 3，表 4 に示す．

• 機器の侵害容易性 p

が許可されていることが多い．そのため，非循環有向グラ

各脆弱性を狙った攻撃が発生した際に，機器が侵害さ

フへの近似を行わずに，前記手順によりグラフを作成した

れる確率を表すパラメータである．脆弱性公開情報に

場合，図 4 のように循環有向グラフが生成されてしまう．

は，そこまで詳細な情報がないため，本研究では，す

そこで，提案手法では，攻撃起点となる最上位のノードか

べての機器に一定の値を与えている．

らの Hop 数に基づき，Hop 数が同数以下のノードへのアー

• 脆弱性の攻撃容易性 e

クを切断することで，非循環有向グラフへと近似を行う．

各脆弱性を狙った攻撃の技術的な難易度を表すパラメー

提案する近似方法は，高速にグラフモデルを近似できる

タである．脆弱性公開情報に記載されている CVSSv2

という利点がある反面，遠回りの経路が省略されてしまう

には，攻撃容易性の評価項目があるため，本研究では，

という欠点がある．本研究では，遠回りの経路での攻撃は

CVSSv2 の値に基づき，攻撃容易性 e を算出している．

煩雑な手段が必要となり，攻撃されるリスクが低いことが
多いため，省略可能と判断した．

3.6 リスク値算出
本研究では，CVSS 環境評価基準の「影響を受ける対象

3.5 条件付き確率表の設定
ベイジアンネットワークでは，個々の事象の起こりやす
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や情報資産の状況などの情報など，環境評価基準の「二次
的被害の可能性」や「対象システムのセキュリティ要求度」
の評価に必要な情報が不足しているため，CVSS 環境評価
値をそのまま計算することができない．
そこで，本研究では，脆弱性公開情報に記載されている

CVSS のセキュリティ特性の各項目のスコアと本手法で計
算した各脆弱性ノードの周辺確率を基に，独自のリスク評
価値 C(x) を算出する．リスク評価値は，CVSS 基本評価
の過程で求める影響度を T ，各ノードの周辺確率を e (x)
として，C(x) = 1.176((0.6 ∗ T ) + (0.4 ∗ 10 ∗ e (x))) により
求める．
また，本研究では，脆弱性による影響拡大の可能性 I(x)

図 5

を別の値として算出する．以下，脆弱性 α の評価を例にあ

提案システムの機能構成

Fig. 5 Functions of proposed system.

げて，I(α) の算出方法を説明する．

( 1 ) 通常状態のスコアとして，C(x) を計算する．

脆弱性情報は互いにシェアしており，他国の公的レポジト

( 2 ) 脆弱性 α が侵害された状態をベイジアンネットワーク

リの脆弱性情報についても，必要に応じて公開される．本

のエビデンスとして仮定し，Cα (x) を算出する．

機能では，インターネット経由で上記レポジトリを取得

( 3 ) 通常状態のリスク C(x) と脆弱性 α が侵害された状態
のリスク Cα (x) の差分を取り，合算する．すなわち，
n
I(α) = x {Cα (x) − C(x)} /n を算出する．n は，脆

する．

4.2 システム情報の収集機能
システム情報としては，システムが保有するソフトウェ

弱性ノードの総数である．
本研究では，独自のスコア C(x) と影響拡大の可能性 I(x)

ア情報とネットワーク情報を取得する必要がある．
提案システムでは，システムが保有するソフトウェア情

を併記することで，脆弱性がもたらすリスク R(x) を表現
することとした．

報を取得する方法として，OVAL（Open Vulnerability and

4. セキュリティリスク評価システムの実装

ジ管理情報を連携した方法を採用している．

本研究では，アタックグラフ技術を用いて，ネットワー

Assessment Language）[26]*4 とレジストリ情報，パッケー
OVAL は，脆弱性があるソフトウェアを検査する標準的

ク到達性，侵入経路の多様性，影響拡大の可能性を考慮し

な仕様として，MITRE 社*4 が策定したセキュリティ検査

たリスク評価を自動化するシステムを開発した．2 章で述

仕様であり，ソフトウェアの有無の確認と脆弱性との対応

べたように，脆弱性を特定する手法として，ネットワーク

付けが可能なツールでもある．OVAL の仕様では，イン

越しに検査する方法 [19] とソフトウェア情報から特定する

ターネット上の OVAL レポジトリにおいて個々の脆弱性

方法 [23] が存在するが，ネットワークプロトコルを用いた

に関連するソフトウェアを検索するための OVAL クエリ

方法は，新しい検査ルールが適用されるまでに時間がかか

が公開されており，同定義を OVAL インタプリタと呼ばれ

り，迅速さに欠ける場合があるため，本研究では，ソフト

る機器上で稼働するエージェントに読み込ませることで，

ウェア情報から特定する方法を採用した．

検査できる．ただし，OVAL のレポジトリでは，すべての

本研究で策定したシステムの機能構成を図 5 に示す．

ソフトウェア脆弱性に対する OVAL クエリが公開されて
いるわけではない．そのため，レジストリやパッケージ管

4.1 脆弱性情報の収集機能
日本国内のベンダが開発したソフトウェアの脆弱性情

理情報に含まれるソフトウェア情報を参照し，収集精度を
高めている．
また，ネットワーク情報は，標準的なプロトコルである

報は，2004 年に IPA が策定した情報セキュリティ早期警
戒パートナーシップガイドライン [24] により定められた

SNMP（Simple Network Management Protocol）[27] を用

所定の手続き・調査の後，必要性に応じて JVN（Japan

いて取得している．SNMP では，MIB と呼ばれるオブジェ

Vulnerability Notes）[25]*3 において公開される．米国ベン

クトの階層構造をとるように，個々に情報に対して，ID が

ダが開発したソフトウェアに関する脆弱性情報も，同様

定義されているため，ID を指定することでネットワーク

の手続き・調査の後，NIST が管理する NVD（National

情報が参照できる．

Vulnerability Database）[1] において公開される．各国の
*3

JVN は，一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター
の登録商標です．
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4.3 機器と脆弱性の対応付け機能

表 5

プロトタイプ仕様

Table 5 Specification of the prototype system.

OVAL 仕様に基づき，取得したソフトウェア情報は脆弱
性との対応付けられているため，機器と脆弱性の対応付け

項目

値

は容易に可能である．しかし，レジストリやパッケージ管

OS

CentOS 6.4 64 bit（仮想マシン）

理情報から取得したソフトウェア情報は，別途脆弱性と対

CPU

Intel(R) Xeon(R) CPU X7560
@2.27 GHz *5

応付けを行う必要がある．
脆弱性公開情報に含まれる Vulnerable software and ver-

sions にあるように，脆弱性情報には，CPE [28] と呼ばれ

4 GB

メモリ
ベイジアンネットワーク

Weka 3 [29]

描画ライブラリ関係

vis.js *6 , Font Awesome *7

るソフトウェアを識別する情報が含まれている．CPE は
ベンダ名や製品名，バージョンなどを連結して作成された
文字列であり，CPE に対応する製品名を対応付けた辞書
（CPE 辞書）も公開されている．
提案システムでは，OVAL に基づいた脆弱性の検査結果
に加え，レジストリやパッケージ管理情報から取得したソ
フトウェア名称から関連する CPE を特定することで，機
器と脆弱性を対応付けている．

4.4 侵入経路のモデル化機能
収集・対応付けした情報を基に，3.3 節の手順で自動的
にグラフモデルを生成する．ベイジアンネットワークによ

図 6 リスク評価対象システムの例

Fig. 6 Example of target system.

る解析には，Weka 3 [29] を利用する．

5. 評価
本研究では，前記提案システムのプロトタイプを開発
し，3.1 節で述べた項目について適正に評価できるか実験
を行った．また，実際のセキュリティ運用では，多数のシ
ステムを一括で管理することがあり，十分な性能が必要と
なる．そのため，本研究では，5.3 節で説明する目標を定
め，性能面での評価も行う．

5.1 プロトタイプ概要
本実験で利用する機器およびソフトウェアの仕様を表 5
図 7

に示す．本プロトタイプでは，たとえば，図 6 のようなシ

グラフモデル生成結果

Fig. 7 Result of graph model generation.

ステムから図 7 のような非循環有向グラフを自動的に生
成する．図 7 は，ベイジアンネットワークで計算したリス
ク値をアークの太さで表した例である．

5.2 課題解決効果の評価実験
課題解決効果の評価では，図 1 (1) で想定したような状
況を仮想データとして用意し，実験を行った．

5.2.1 ネットワーク可達性の評価

図 8 ネットワーク可達性の評価実験

ネットワーク可達性の評価では，リスク評価対象として

Fig. 8 Network reachability evaluation.

図 8 のような構成で 3 つの機器を用意した．外部から直
接アクセス可能な認証サーバ a とアクセス不可能なアプリ

の方が小さく見積もられていることが確認できる．

ケーションサーバ b（以降，APP サーバと呼ぶ）に同一の
脆弱性が存在する場合を仮定している．
本実験では，表 6 のような実験結果が得られた．外部か
ら直接アクセス不可能な APP サーバ b の脆弱性のリスク

c 2016 Information Processing Society of Japan
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表 6

ネットワーク可達性評価結果

Table 6 Result of Network reachability evaluation.
#

機器

脆弱性

1

WEB サーバ

···

···

認証サーバ a

···

5

評価結果

···
···

CVE-2014-6352

···

APP サーバ b

9.3

···

8

···

CVE-2014-6352

図 10 影響拡大の可能性の評価実験

7.9

Fig. 10 Influence expansion evaluation.
表 8

影響拡大の可能性評価結果

Table 8 Result of Influence expansion evaluation.
#

図 9

侵入経路の多様性の評価実験

Fig. 9 Intrusion numerousness evaluation.
表 7

侵入経路の多様性評価結果

Table 7 Result of Intrusion numerousness evaluation.
#

機器

脆弱性

1

DNS サーバ

···

···

2

認証サーバ

···

···

···

···

···

評価結果

6

WEB サーバ

···

7

管理端末 a

CVE-2015-2474

8.9

8

APP サーバ b

CVE-2015-2474

6.3

機器

ネットワーク可達性の評価では，リスク評価対象として
図 9 のような構成で 5 つの機器を用意した．管理端末 a

通常

侵害

状態

a

侵害

b

1

App サーバ

CVE-2015-3247

5.7

5.8

5.7

2

DB サーバ

CVE-2013-0241

0.8

0.9

0.8

3

業務端末 1

CVE-2009-3103

6.6

6.6

7.0

4

CVE-2015-1722

5.8

5.8

5.9

5

CVE-2010-2739

5.8

5.8

5.9

6

CVE-2015-2371

5.7

5.7

5.8

CVE-2015-2530

6.4

6.4

6.7

8

CVE-2015-0077

0.8

0.8

0.9

9

CVE-2011-3415

3.9

3.9

4.2

10

CVE-2013-2556

4.1

4.1

4.5

0.2

1.8

7

業務端末 2

影響拡大の可能性 × 脆弱性ノードの総数

···

5.2.2 侵入経路の多様性評価

脆弱性

表 9

性能評価データセット

Table 9 dataset for Performance evaluation.
#

データ種別

1

システム

2

機器

3
4

データ件数

備考

2,200 件
22,000 台

10 台/システム 1 件

ソフトウェア

440,000 個

20 個/機器 1 台

登録済脆弱性

72,239 件

NVD を利用

と APP サーバ b に同一の脆弱性が存在する場合を仮定し
ている．
本実験では，表 7 のような実験結果が得られた．侵入経
路がより多い管理端末 a の脆弱性のリスクの方が高いこと

拡大の可能性 I(x) の評価結果である．I(Va ) ∗ n = 0.2，

I(Vb ) ∗ n = 1.8 となっており，Vb が攻撃されることでより
大きな影響拡大へと発展しやすい状況を適切に表せている．

が確認できる．

5.2.3 影響拡大の可能性評価

5.3 性能評価

影響拡大の可能性の評価では，リスク評価対象として

提案システムの性能評価は，表 9 のデータセットにより

図 10 のような構成で 6 つの機器を用意した．実験環境で

実験を行った．表 9 のデータセットは，機器やソフトウェ

は，WEB サーバ a とプロキシサーバ b が同一の脆弱性を

アなどの数は一定とし，ソフトウェアはソフトウェア辞書

有しており，WEB サーバ a の背後の機器に比べ，プロキ

からランダムにサンプリングして決定した．結果，処理に

シサーバ b の背後にある機器の方が多くの脆弱性を有して

かかった時間を表 10 に示す．本結果はすべてサーバサイ

いる．そのため，プロキシサーバ b の脆弱性を踏み台とさ

ドの処理でかかった時間であり，画面上への描画時間など

れた場合，より大きな影響拡大へと発展しやすい．なお，

は含まれていない．

ここでは，それぞれの脆弱性を Va ，Vb と呼ぶ．

( 1 ) システム新規登録処理

本実験では，表 8 のような実験結果が得られた．表 8

1 システムを新規に登録する場合，システムに内在す

の例では，ベイジアンネットワーク再計算結果として，Va

る全脆弱性を特定する必要があり，時間がかかる．登

が侵害された状態をエビデンスとした侵害状態 a と Vb の

録時に 1 度のみの処理であるが，全システムを登録

脆弱性が侵害された状態をエビデンスとした侵害状態 b

するのに数日で処理できなければ，スタートが切れな

を中間データとして記載した．表 8 中の最下段が，影響

い．提案システムでは，2,200 システム登録する場合，

c 2016 Information Processing Society of Japan


2084

Vol.57 No.9 2077–2087 (Sep. 2016)

情報処理学会論文誌

#

表 10 性能評価結果

本提案手法では，攻撃起点からのホップ数により非循

Table 10 Result of Performance evaluation.

環有向グラフに近似するため，遠回りの経路が省略さ

処理種別

目標時間

処理時間

数日

1.35[day]

備考

1

システム新規登録処理

遠回りの侵入経路では，ホップ数が多く攻撃手続きが

管理対象となるシステムを新しく 2,200 件登録する時間．
情報をデータベースに登録する時間と全脆弱性の有無を検

3

煩雑になるため，リスクが低くなる．そのため，大半
のシステムの評価では問題にならない．また，計算量
とのトレードオフになるが，グラフモデルの近似する

査する時間が含まれる．

2

れ，高リスクな侵入経路を見逃す場合がある．ただし，

18.3[min]

際にリスク値を参照しながら選択的に高リスクな経路

脆弱性情報が新規に 50 件が公開された際にシステム 2,200

を残しながら近似していくことで，遠回りの侵入経路

件の検査にかかる時間である．

に対応することも可能である．

新規脆弱性検査処理

リスク評価処理

数時間

数時間

5.5[min]

2,200 件のシステムのリスク評価にかかる時間．グラフモデ
ルの生成時間とリスクの算出時間が含まれる．

( 2 ) 脆弱性攻撃により機器のすべての権限が奪えること
実際の脆弱性攻撃では，機器の部分的な権限しか奪え
ないため，本提案手法の評価には実際には成立しない
侵入経路が含まれている可能性がある．その結果，全

1.35[day] で完了しており，十分に実用的な範囲内で実

般的に，本来よりもリスク値を高く見積もり，対策が

行できる．

冗長となる可能性がある．今後は，より精緻なリスク

( 2 ) 新規脆弱性検査処理

評価のため，より詳細なモデルの生成が課題となる．

新しい脆弱性情報が公開された場合，そのつど，全シ

現状では機械可読な形で収集できるセキュリティ対策

ステムから新しい脆弱性がないか検査する必要があ

情報には限界があり，情報収集方法から検討していく

る．Apache Struts の例では，主要な脆弱性公開情報

必要がある．

が公開された翌日には，攻撃が開始されている [30]．

( 3 ) 環境評価には資産の所在情報などが必要であること

そのため，対処の時間も考えると，数時間以内にシス

本提案手法は，独自のリスク値を算出しており，
「影響

テム管理者に通知する必要がある．提案システムで

を受ける対象システムの範囲」を考慮しているため，

は，2,200 システムすべてを 18.3[min] で検査でき，上

すべてのシステムに対して一定の効果が期待できる．

記性能要件を満たしている．

しかし，資産情報などを考慮した環境評価が必要な場

( 3 ) リスク評価処理

合，別途システム機能が阻害されることでの影響や情

数時間以内の通知を実現するため，新規脆弱性検査処

報資産の所在情報を管理する必要がある．実システム

理同様，リスク評価処理も数時間以内に完了する必要

から情報資産情報などの取得は困難であり，その取得

がある．リスク評価処理は 5.5[min] で完了しており，

や管理方法を検討していく必要がある．

提案システムでは，新規脆弱性検査処理と合わせて，
約 23 分ほどで，通知することができる．

6. 考察
以上の評価実験により，提案手法が 3.1 節の 3 つの要件
と性能要件を満たすことを確認した．
提案方式を利用すれば，日々公開される脆弱性の中から，

7. まとめ
企業などの情報システム部門は，日々，公開される脆弱
性に対して，迅速に対処が求められる．このようなセキュ
リティ運用を支援するため，我々は，システムの脆弱性を
迅速に特定するとともに，予測されるサイバー攻撃の侵入
経路を網羅的に抽出して優先的に対処すべき脆弱性を順序

関係するシステムを特定し，喫緊に対策が必要なシステム

付けする技術を開発した．本研究では，システム状況に基

を有する情報部門に限定して，効率良く対処を促すことが

づいたリスク評価を実現するため，ネットワーク到達性，

可能になる．また，実際のシステムでは，複数のシステム

侵入経路の多様性，影響拡大の可能性の 3 点に着目し，ベ

が部分的に連携しており，システムごとに担当者が異なる

イジアンネットワークを利用した解析が可能なグラフモデ

ことも多い．その場合，担当外の他システムからの侵入経

ルを提案した．そして，NVD のデータを利用し，プロト

路を見落とし，危機的状況に陥っていることに気づけない．

タイプシステムにより実験することで，提案するグラフモ

提案システムのように自動化することで，連携するシステ

デルにより上記 3 点を考慮したリスク評価が可能であり，

ム全体を考慮した評価できるだけでなく，各担当者の対策

性能面でも実際に利用できることが確認された．

状況に応じて発生するリスクの高まりを他担当者に伝える

今後は，より精度の高いリスク評価を実現するため，グ

ことが可能になる．ただし，本提案手法には，以下 3 つの

ラフモデルの近似方法の改良が必要と考えている．また，

前提条件があり，解決すべき課題があると考えている．

より詳細なグラフモデルの構築のため，情報の収集方法や

( 1 ) 遠回りの侵入経路に高リスクな経路がないこと

管理方法について検討していく必要がある．
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