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Attack Tree を用いたクリティカルパス検出による効果的対策の提
案
柴田 理洋†1

大久保 隆夫†1

概要：近年サイバーセキュリティのリスクが増大する一方で，既に稼動しているシステムの脆弱性を根本的に修正す
ることは難しく，要求工学の見地から未然にセキュリティを確保することが必要である．一方，既存の主流な脅威分
析手法には対策手法選定や網羅性，属人性など複数の既知問題があり，現場レベルでの実用性向上が求められている．
そこで本研究では，セキュリティ対策の選択において効率的な対策選定を実現する手法として，アタックツリー分析
を用い導出した「クリティカルパス」と呼称する概念による観点から攻撃パスをふさぐ手法を提案する．
キーワード：攻撃木, 脅威分析, 効率化

Proposal of effective measures by Attack Tree based on detection of critical path
Tadahiro Shibata†1

Takao Okubo†1

Abstract: It is necessary to ensure security in advance in terms of requirements engineering,
because of the increase of cyber-attacks and the difficulty of fixing the vulnerabilities of the running
system. On the other hand, the existing major threat model analysis methods have several known
problems. So, a practical approach is needed.
In this study, we propose a method to block the attack path that was derived using the attack tree
analysis from the point of view of the critical path. This approach implements the effective selection
of security measures.
Keywords: Attack Tree , Threat analysis , efficiency

シデントを分析し，対策することでインシデントを未然に

1. はじめに

防ぐことが可能であり，今後のセキュリティ対策で重要な

近年，重要インフラや多くの産業システムがインターネ
ットを活用し利便性を向上させた一方で，それらのシステ

手法であると考える．

ムを狙ったサイバー攻撃が増加している．最新の脅威情報

2. 既存の脅威分析手法

は現場で共有され，何らかのインシデントが発生した際も

2.1 Attack Tree

即座に対応する体制が世界的に整えられるようになってき

Attack Tree または攻撃木（以下アタックツリー）分析と

た．しかし，いかにインシデントレスポンスを向上させた

は，攻撃者の視点による段階的な攻撃手法の分析である．

としても，セキュリティを侵害されてしまえばその損害は

ツリー構造のルートには攻撃者の最終目標を設定し，その

非常に大きい．またシステムの膨大化・複雑化に伴い，守

目標を達成するために考えられる，より具体的な手法・手

るべきセキュリティの要件も煩雑かつ広範囲になっており，

段を下層に記述する．これを繰り返すことで攻撃者が取り

セキュリティ対策の漏れを完璧に防ぐことは難しくなって

うる攻撃方法を分析し，それぞれのリスクの度合いを分析

きている．さらには一度運用を始めたシステムでは可用性

するトップダウンの解析手法である[1][3][4]．

の問題から根本的な対策を行なうことが困難なケースもあ

後述する脅威分析手法と異なり，アタックツリー分析に

る．このようなセキュリティ上のリスクを回避するために，

おける標準的な取り決めは存在しない[1]．

未然にセキュリティを確保することが重要となっている．

簡易な例として，Attack Tree の考案者である Schneir の web

従来の工業機械などでは安全性を何より最優先として実

サイト[2]より図 1 を引用する．

現させるために，設計段階からリスクを分析し，実現する
手法がとられてきた．このような視点をサイバーセキュリ
ティに導入した脅威分析も存在する．
情報システムの設計段階で想定されうるリスクやイン
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は「何故（反ゴール）」から分析を開始する点で異なる．
2.5 FTA
FTA は Fault Tree Analysis の略で日本語では故障の木解
析という．ツリー構造のルートに故障などのシステムの望
ましくない結果を置き，その原因となる事象を階層的に展
開していく．末端の葉ノードにはルートに設定した「望ま
しくない事象」の原因事象となる[10]．
下層のノードは AND もしくは OR で上位ノードに接続
しており，各葉ノードに設定される発生確率を加算ないし
乗算していくことでルートである故障の発生確率を定量的
に求めることが可能である．
情報システムではなく，主に工業機械の開発に用いられ
る分析手法である．
図 1 Attack Tree の一例（引用）

2.6 ETA
ETA は Event Tree Analysis の略で日本語では事象木解析
という．膨大でツリー構造が煩雑となってしなう FTA をよ

2.2 STRIDE
STRIDE 手法は，マイクロソフト社の Security Engineering

り分かりやすく表現するための手法として考案された[10]．

and Communications グループによって考案された脅威分析

ETA は起因事象（大本として発生する事象）を始点とし

の 記 法 で あ る [4] ． STRIDE と い う 名 称 は 以 下 の ，

て，その事象への対策を時期列に沿って順に記述する．各

(1)Spoofing( な り す ま し ) ， (2)Tampering( 改 ざ ん ) ，

対策は成功/失敗で分岐しており，失敗の場合に次の対策に

(3)Repudiation(否認)，(4)Information Disclosure(情報漏えい)，

遷移する．こちらも成功/失敗の確率を積算することで起因

(5)Denial of Service( サ ー ビ ス 拒 否 ) ， (6)Elevation of

事象の発生確率を求めることができる．
FTA と同様に情報システムではなく工業機械の開発に用

Privilege(特権の昇格)という 6 つの脅威の頭文字をとった
ものである．これら 6 つに脅威を大別し，攻撃者がどのよ

いられる．

うな攻撃を行うのか予想セキュリティ課題を分析する．

3. 用語

それぞれの脅威に対する防御特性を関連付けて考える
ことで，安全なシステム開発を行うための基本的な指針と

3.1 クリティカルパス

なる．このような指針を元に，システム開発段階で安全性

クリティカルパスとはプロジェクトマネジメント手法

の検証を行なうことで，より安全なシステムの開発を目的

において効率性を図る数学的アルゴリズムである．プロジ

とする[5][6][7]．

ェクト完了までに必要な全ての要素を依存関係に従って記
述し，各要素の完了に必要な時間をコストとして設定する．

2.3 i*-Liu
i*-Liu とは，i*と呼ばれる要求分析の手法をセキュリテ

これらの値を用い，最もプロジェクトが最長となる経路を
求めたものがクリティカルパスと呼ばれる．このクリティ

ィ要求分析のために拡張した手法である[8]．
i*とは複数のステークホルダー間の意図や因果関係を分析

カルパス上に存在する要素が遅延するとプロジェクト全体

する，ゴール指向と呼ばれる要求手法である．アクタ（関

の遅延に直結するため，スケジュール管理を行なう上で最

係者），ゴール，タスク，ソフトゴール（非機能要求），ソ

も重要な要素とされる．
以上のように，クリティカルパスという用語は最短，あ

ースの概念によりシステム要求を定義する．これらをグラ

るいは最長経路問題という意味であるが，本論文中におい

フのノードで表現し，相互の依存関係を記述する．
i*-Liu 分析は i*の図式要素にアクタとして「攻撃者」を

ては「ツリー構造，またはグラフ構造を用い，視覚的・直

加え，攻撃者，悪意，脆弱性，攻撃方法およびその対策を

感的に判断可能な手法をクリティカルパスと述べる．

分析する．攻撃者アクタに対応して，通常のタスクと同様

3.2 ボトルネック
クリティカルパス上において，もっとも重要となる箇所

にゴール・ソフトゴール・タスク・リソースを記述する．

のノードをボトルネックと称する．効率化において，最も

2.4 KAOS
i*と並ぶゴール指向要求分析の代表であり，主要な記述
方法も類似している．KAOS には，システムが満たすべき目

優先順位が高く，対策による費用対効果が大きいことを意
味する．

標点であるゴールと，攻撃者が満たすべき目標点である反
ゴールの，2 種類の区別されるべきゴールが存在する[9]．
i*が「誰（アクタ）」から分析を開始するのに対し，KAOS
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4. 脅威分析における既知の問題点

その結果として得られるツリー構造において，ボトルネッ
クとなっているノードを抽出し，当該中間ノードの対策の

4.1 要求の完全性
要求工学とは事前にステークホルダーの要求を完全に導
出し，それらの要求を実現するための手法である．しかし
セキュリティという領域において要求工学を適用しようと
すると，最も重要なステークホルダーである攻撃者の要求
を事前に把握することができないという根本的な要求の欠
落が存在する．これは上記に示したいずれの脅威分析手法

優先順位を高く設定する．これにより全末端ノードの対策
を行なうよりも低コストで最終目標を達成することが可能
であるという仮定を立てた．
5.2 利用手法
本提案ではアタックツリー分析を用いる．
その理由として，以下の点が上げられる．
1.

も満たすことができない．

ツリー構造であるため，ボトルネックとなるノードを
視覚的に導出しやすい．

4.2 要求される技術力
4.1 節で示したように要求分析の段階で攻撃者の要求を

2.

能／不可能による二値での判定となる．

知ることは難しい．したがって脅威分析を行なうためには
システムの開発者が攻撃者の視点を想定した分析を行なう

3.

異なる攻撃目的のために同一の下層が存在するため，
ツリーではなくグラフとして表現することが可能であ

こととなる．しかし攻撃手法に精通し，設計段階で漏れな

る．

くリスクを洗い出した上で対策まで考案できる高度な技術
者は多くない．つまり現場技術者のレベルによっては脅威

攻撃者視点による分析であるため，確率論ではなく可

4.

基本的には各末端ノードが対策すべきノードであるが，
必ずしもそうではなく，効率性を視覚的に明示可能で

分析の実用性が得られない場合が発生しうる．

ある．

4.3 コストに見合わない対策
セキュリティ要求分析を行なったとき，考慮しうる全て
のリスクに対応することが基本となる．確かに理想として

またオリジナルの Attach Tree による記述法との差異を以
下に述べる[2][3]．

はどのようなシステムであっても完璧なセキュリティを実

オリジナルの記法においては，末端ノードでの対策コス

現することが望ましいが，現実問題としてセキュリティ対

ト・普遍性の 2 要素に着目して最適な対策手法を求める．

策に割くことができるコストは有限である．したがって状

Schneier の web サイトより図を引用する[2]．

況に応じては対策を行なわないリスクを考慮する必要があ
る．
4.4 確率
3 章で例示した脅威分析手法，特に Attack Tree や構造が
類似した FTA では，確率論を元にセキュリティリスクを算
出している．確かに攻撃者の視点において，あるシステム
に対する攻撃が成功するか否かは確率的に表現することが
可能である．しかし防御側の視点としてセキュリティを設
計する際には，脅威分析を漏れなく行なうことが可能であ
ると仮定した場合，あるリスクにおいてインシデントが発
生するか否かは確率ではなく成功／失敗の二値で表される
べきである．特に近年話題となっている標的型攻撃におい
ては標的とされたシステムに最適化された攻撃が行われる
ため，一般化された攻撃の確率を用いることが可能である
か疑問である．

図 2
1.

各要素を含めて記述した Attack Tree（引用）

末端ノードに導出された攻撃手法を行なうためのコ
ストを求める．本図では単位は 1000 ドル．またコス

5. 提案

トの求め方は Attack Tree の範疇ではない．

5.1 提案手法

2.

本研究では 4 章で述べた問題点のうち，特にコストの問

が必要）もしくは NSE（特殊な手法が不要）かを記述

題に着目し，現場レベルの実用的な低コストでの脅威分析
を実現するための手法を提案する．コストとトレードオフ

末端ノードに導出された攻撃手法が SE（特殊な手法
する．

3.

の関係となる網羅性・完全性については多少失うことを許

下位ノードから上位ノードのコスト値を順に求める．
このとき，下位ノードに SE と NSE が混在する場合，

容するものとする．

無条件に NSE ノードを採用するものとする．

具体的な手法としては，まずはアタックツリー分析をベ

4.

ースとして，ある情報システムにおける脅威を分析する．
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下位ノードが And 回路であればコストの合算コスト，
Or 回路であれば下位ノード群の最も安いコスト値を

上位ノードのコストとする．
改めてこのアタックツリーを分析した際に，各ノードに

5.

ルートノードまで繰り返す．

6.

ルートノードで得られたコストが，ルートノードに設

おいて依存しているノード数と依存されているノードの合

定された攻撃目標を最も安く達成するコストである．

計数が多いノードがボトルネックの箇所ということができ

そのため，当該コストの元となった末端ノードを最も

る．これを表 1 にまとめる．
表 1 パス数の多いノード

優先して対策すべきである．

ノード

このようにオリジナルの手法においては末端ノードに着目

個数

して対策の優先順位を決定している．しかしこの方法では

LAN 内の端末に侵入

5

真に攻撃者の攻撃手法を決定しているとはいえない．なぜ

個人情報が外部からアクセス可能

4

なら他に攻撃を受け入れる可能性のあるパスが存在してい

無線 LAN からの侵入

4

る以上，明確な意思を持った攻撃者による攻撃を防ぐこと

物理的アクセス

4

はできないからである．この Attack Tree の仕様は，Attack

マルウェア感染

4

Tree が考案された 1999 年という時代背景上，スクリプト
しかし表に示したノードには，非常に近類似した具体的

キディによるイタズラ的犯行が横行していたためと推測す

手法が書かれているために個数が増加しているものがある．

る．
したがって本研究では，「攻撃の行いやすさ」ではなく，
「攻撃者視点で作成した Attack Tree に対し，防御視点とし

記述として恣意的に個数が増減する可能性はあるが，それ
だけ周知されている脆弱性でクリティカルであると考える．
この点において，どのように正規化するかは今後の課題で

て自明に攻撃パスを塞ぐこと」を評価基準とした．

ある．

5.3 記述規則

またシステム設計上，自明として「個人情報が外部から

本研究における Attack Tree の作成手順を以下に示す．
1.

脅威分析を行なう情報システムにおいて想定されるセ
キュリティリスクから，攻撃者が目標にすると推測さ
例：情報の取得，システムの停止，web ページの改竄，

図上では無線 LAN は運用されていないため今回は除外す
る．

など．

以上より，最も優先的に対処すべき箇所として「LAN 内

手順 1 で抽出された要素をルートノードとして，それ

の端末に侵入」，次点で「マルウェア感染」と判明する．

ぞれに通常の Attack Tree 分析を行なう．
3.

る．
「無線 LAN からの侵入」も，運用ポリシー違反が露呈
した組織であるため断言はできないものの，システム設計

れるリスクを抽出する．

2.

アクセス」と「物理的アクセス」はリスクとしえ除外され

複数のノードにおいて，そのノードより下位に存在す
るノードが共通している場合，共通しているノードを
統合し，ツリー構造からグラフ構造に変化させる．

4.

ルート・末端を含む全ノードにおいて，当該ノードに
指向するノード数および当該ノードから指向するノー
ド数を計算する．

5.

上記計算式で得られた数値において，数字が大きいノ
ードがボトルネックであり，優先して対策を行なうべ
きノードである．

5.4 実証
本研究では比較的システムの詳細がインターネット上で公
開されている日本年金機構の，2015 年時点でのものを用い
る．
まず標的型攻撃の目標を情報の取得と仮定し，アタック
ツリーを作成したものを図に示す．アタックツリーの作成
にあたり，厚生労働省がホームページに記載している調達
情報の一部，年金機構情報漏洩事案の報告書，および標的
型攻撃に関して公開されている一般的な対策手法を参考と
した[11][12][13][14][15]．
作成したアタックツリーを図 2 に示す．
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体が困難であるため本研究の対象外である．

図 3 年金機構における Attack Tree
5.

6. 評価

LAN 内の端末に侵入．
一時感染された端末内に機密情報が存在，もしくは

以上の方法により得られた中間ノードが全て対策可能

LAN 内の端末に共有状態で機密情報が存在する場合

である必要がある．今回の実証事例において導出された中

に機密情報が攻撃者に漏洩する．したがって機密情報

間ノードについて，それぞれ検証する．

は暗号化されたサーバーなどで一元管理することで解

1.

2.

個人情報が外部からアクセス可能

決可能．しかし Golden Ticket 攻撃などにより，権限を

単純にクローズドなシステム設計とすることで解決可

不正に取得された上でサーバー上のデータベースにア

能．

クセスされることは防ぐことは出来ない．このような

無線 LAN からの侵入

既知の権限昇格攻撃はパッチ等により解決可能．

有線のみとし，無線 LAN を物理的に設置しないこと
3.

4.

以上のことから，本実証においては中間ノードの対策自

で解決可能．

体は可能であることを示すことができた．しかし最も大き

物理的アクセス

なボトルネックとなった「LAN 内の端末に感染」ノードに

入退室管理を行なう，警備員を配置するなどにより解

おいては単一の対策により簡易に解決を示すことが出来な

決可能．

かった．これは上層へ指向するパスが複数存在する場合，

マルウェア感染

パスによって適切な対策が異なることを意味する．単一の

既知マルウェア，もしくは未知であっても挙動が単純

中間ノードに対して複数の対策を必要とするならば，本研

なマルウェアであればセキュリティソフトの導入によ

究の仮定として提起した「中間ノード対策による低コスト

り対処可能．高度な未知マルウェアについては検出自

化」を自明に示すことができなくなり，別アプローチから
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の評価が必要である．

ゴリズム化や，マニュアルの作成が必要と考える．
次に完璧にリスクを網羅していることを保証できない点

7. 考察

である．本提案手法においても真にシステムに対するリス

評価の章で示したように，単純な Attack Tree のグラフ化
では対策数の減少によるコスト減を示すことが困難である．

ク全てを考慮したうえで対策を示すことを保証してはいな
い．

その理由としては，Attack Tree 上に記述したノードに，複

今後はノードの性質を念頭においたノードの集約方法を

数の性質が混在したことが挙げられる．具体的には技術的

模索し，更なる別アプローチも含め低コストでの対策手法

な脆弱性と運用上の脆弱性であり，攻撃の視点では区別す

選定を示したい．

る必要はないが，防御の視点では明確に取るべき対応が異
なる．例えばサーバー上に存在する機密情報へのアクセス
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