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多層防御下におけるシステムのセキュリティ対策の
有効性評価手法の提案
関根 弘昭†1

大久保 隆夫†1

概要：システムのセキュリティ対策として，設計手法や脅威分析手法などが提案・実施されている．しかし，脆弱性
を最小化することは可能だが完全に対応することは困難である．システムは特定コンポーネントだけでセキュリティ
の脅威から守ることは難しいため，セキュリティ対策として多層防御が採用されている．しかし，どのように多層防
御するかは，システム毎に構成されている．本論文では，多層防御で分離された各層に，侵入・情報持出し・層内で
の攻撃行動の検知に着目し，多層防御下でのセキュリティ対策の分析・整理・評価する手法を提案する．本手法によ
り多層防御下の有効性を評価して，多層防御下のセキュリティ課題を抽出する方法を示す．
キーワード：多層防御，セキュリティ，脅威分析，有効性評価

Proposal of a method for evaluation of effectiveness of system
security measures under defense in depth
Hiroaki Sekine†1

Takao Okubo†1

Abstract: Various system design techniques and threat analysis methods for security measures have been proposed and
implemented. It is possible to minimize potential risks by using these methods, however it is difficult to cope with them perfectly.
To protect an information system from security threats only with a particular function is difficult, defense in depth architecture is
adopted as security measures of systems. But, the configuration of defense in depth is different in each system. This paper
focuses on the detection of invasion to each layer isolated by defense in depth, taking information away and attacking behavior in
the layers, and also proposes a method of analysis, organization and evaluation of security measures under defense in depth.
These methods enable evaluating effectiveness under defense in depth, and show the way to identify security issues under the
environment.
Keywords: Defense in Depth, Security, Threat Analysis, Effectiveness Evaluation

考え方である．各システムで実践され，セキュリティ強度

1. はじめに

を高めている．しかし，多層防御が有効に機能しているか

システムの脆弱性を狙った攻撃により，システムの停止
や情報システムの個人情報が窃取されるなどのインシデン
トが発生している[1]．

の確認，また，多層防御の仕組みが適切であるか評価する
ことは，従来の手法では複雑になる．
多層防御には，セキュリティに関する基本計画策定，教

これらに対応するため，ファイアウォール，IDS やウィ

育訓練，監査，緊急時対応など運用面や管理面の観点もあ

ルス対策ソフトなどを導入し，攻撃を防御する様々な対応

る．本稿では，ネットワークアーキテクチャ（ファイアウ

が実施されてきている．システムをセキュアにするため，

ォール，ネットワークゾーン，無線 LAN，クラウドサービ

システムの脅威分析を行い，脆弱性を取り除く対応も実施

スなど），ホストセキュリティ（機器，脆弱性，ウィルス対

されている．また，根本的にシステムから脆弱性をなくす

策ソフトなど），物理的セキュリティ（センターへのアクセ

ための取組みとして，セキュリティに関する要件定義や設

ス，外部メディアなど），セキュリティ監視（IDS など）の

計手法など多くの研究が行われている[2][3]．

技術分野の観点に焦点をあてる．多層防御の考え方を取り

しかしながら，これらの対策や研究でシステムから脆弱

入れ，多層防御の各層の独立性，攻撃者の侵入・行動・検

性を完全になくすことはまだ困難な状況にある．単一の仕

知の視点毎に分析し，各層を統合してリスク評価する脅威

組みで攻撃からシステムを守ることが難しいため，多層防

分析手法を提案する．本提案により，多層防御下のリスク

御の考えが取り入れられている．

評価が容易となり，多層防御の脆弱性の評価が可能となる．

多層防御は，セキュリティ対策を組み合せて，階層を築

本稿の構成は以下の通りである．２章では，多層防御・

き，一つの層が破られても別の層で守ることで攻撃からシ

脅威分析を説明し，３章では多層防御に従来の脅威分析手

ステムを守り，システム全体のセキュリティ強度を高める

法を適用した時の課題について述べる．４章では，多層防
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御下での脅威分析手法を提案し，モデルケースを使った評
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価例を示す．５章では，従来脅威分析手法との定性的な比

3.1 DFD 適用時の課題
脅威抽出手法である DFD(=Data Flow Diagram)を適用し

較評価を行う．最後の６章で本研究のまとめとする．

た場合を考える[5]．
DFD は，ソフトウェアをコンポーネントに分解し，コン

2. 関連研究

ポーネント間のデータの流れを可視化し，信頼境界を定め，

2.1 多層防御

信頼境界間の通信経路に流れるデータに着目して脅威を発

多層防御をシステムに組み込むことで，下記を実現する．

見 す る 方 法 で あ る ． 図 ２ の 適 用 例 で は ， Web Server,

・ 攻撃コストをあげ，攻撃のハードルをあげること

Application(AP) Server, DataBase(DB) Server を信頼できるコ

・ 攻撃検知力・防止力を高めること

ンポーネントとして，この境界を流れるデータに着目して

これを効果的に機能させるためには，次の２点が重要と

分析する．

なる．
(1) ある層がやぶられても，他の層で守る
・他層で未知の脆弱性が発見される可能性があるた

図２ DFD 適用例

め，多層の保護を前提とした対策をとらない．
・自層での対策が難しいリスクの高い事象は，別層

多層防御下における DFD 分析は，多層防御におけるデー

で強固に保護する．

タ経路の可視化に有効である．一方，
“信頼境界内で脆弱性

・層間で直交した対策が効率的・経済的であるが，

は存在しない”，“脆弱性の評価点を信頼性境界のデータの

実現することは困難なため，層毎に多様性のある技

流れに着目する”考えが，多層防御ではすべてが未知の脆

術を組み合せ，セキュリティ強度を高める．例えば，

弱性がある前提で対応する考えに適合しない．そのため，

ネットワークとサーバ，Linux と Windows など．

多層防御で分析対象となる信頼境界内のリスクを考慮して

(2) 攻撃可能な経路を最小限にする

いく必要がある．

・攻撃経路が多いと対策範囲が広くなる．経路を閉
じ，最小化する対策を行い，対策・検知の効率化を
高める．

3.2 Attack-Defense-Trees 適用時の課題
脅威事象を分析・整理する代表的な方法である

・ネットワーク経由のアクセス以外に，USB メモリ

Attack-Trees，Attack-Defense-Trees を適用した場合を考える

通じた攻撃など他のアクセスなど攻撃経路を十分に

[6][7]．

検討する．

この方法での適用例を図 3 に示す．

2.2 脅威分析
脅威分析とは，情報資産を対する脅威を識別し，その脅
威を対策する手法である．代表的な分析の流れを図１に示
す[4]．
(1) システムで守るべき情報資産を特定する．
(2) その資産に対して，セキュリティ脅威を抽出する．
(3) その脅威に対して，リスク評価する．
(4) 許容できない脅威に対して対策を立案・実施する．
本稿では，多層防御で守られているシステムについて，
脅威の抽出とリスク評価が対象となる．

図３ Attack-Defense-Trees 適用例
この方法では，攻撃者の目標である“金庫を開ける”に
対して考えられる手段をツリー状に記載する．
“金庫を開け

図1

脅威分析の流れ

る”の手段として，例えば，“鍵をこじあける”“鍵の番号
を知る”などの手段を記載して，さらに，
“鍵の番号を知る”
について，“書かれたメモをさがす”“番号を聞き出す”の

3. 従来手法の課題
多層防御で守られているシステムに，代表的な脅威分析
手法を適用した場合の課題を説明する．

手段を記載する．Attack-Defense-Trees では，これに加えて
攻撃手段を妨害する手段（Defense Node）も記載する．例
えば，
“金庫への物理的な攻撃を検知して警報を鳴らす”や
“物理キーをつけ，鍵を二重化する”を記載する．こうし
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て，ツリーで目標を達成するための手段を洗い出し表現す

多層防御が機能しているか，どこがもっともリスク

る．

高いかを評価されないため，適切な適応順番の指針が

多層防御を想定して，金庫をビルの地下室において防御
する場合について分析する．この分析例を図４－１，図４

たてることができない．
(3) 脅威分析が困難である

－２に示す．分析者の考え方の視点の違いにより，分析図

多層防御を必要とする大きなシステムでは，脅威分

が様々に分解され，表記される．

析の範囲が広く分析・検討が困難となる．
(4) 多層防御に適した分析手段が未整備である
多層防御における各層に脆弱性があることを前提と
した分析手段を必要とする．
3.4 関連研究
多層防御に関連した先行研究としては，星らによる攻撃
者行動を考慮した防御策の検討[8]，辰巳による多層防御管
理について，システムや機器の最適化を経済学的に分析し
た研究[9][10]がある．
また，ICS-CERT から，多層防御による制御システムサ
イバーセキュリティの強化策が提示されている．

図４－１多層防御下の Attack-Defense-Trees 適用例１

いずれも多層防御の実施方法や多層防御そのもの有用性を
評価したもので，どれをどのように対応策を適用してリス
クを低減するかは課題である．

4. 提案：層内行動要素評価方式
4.1 提案内容
課題に対応するため，多層防御で守られているシステム
の脅威分析を行う方法として，層内行動要素評価方式を提
案する．
本提案では，次の要素毎に脅威の分析を実施する．
(1) 各層を独立して分析・評価する
多層防御では，各層で脆弱性が内在していることを
前提にして，層間の相互補完でセキュリティ強度を高

図４－２多層防御下の Attack-Defense-Trees 適用例２

める．他層のセキュリティに依存させない性質に対応
する．

Attack-Defense-Trees は，脅威が発生する攻撃手段と手順
を網羅的に整理することができる．しかし，多層防御を想

(2) 各層の分析は，攻撃者の行動に対応させて，下記３つ
の視点で分析・評価する

定するような分析範囲が広い場合に適用すると，ツリーが
様々な表現となり，かつ，巨大化して分析が難しくなり，

・各層内への侵入(データや攻撃コードの送付)

判断も難しくなる．また，汎用性が失われ，再利用性も低

・各層内の攻撃者の行動

くなる．

・各層からの情報もちだし
そして，これらの分析を総合して，多層防御の脆弱性を評
価する．

3.3 多層防御適用時の課題
これまでの議論から，多層防御下の脅威分析の課題は，

4.2 脅威分析への適用方法

下記の通りである．

本提案の多層防御下におけるシステムの脅威分析の流

(1) 多層防御の有効性評価手段がない
多層防御についての技術面/運用面/管理面での対応

れを図５に示す．

策が示されている．しかし，多層防御が有効に機能し

①

守るべき情報資産を特定する．

ているか，規模に見合った適切な評価・分析手段がな

②

情報資産への攻撃者の目標を設定する．

③

システム全体の拡張 DFD を作成する．

例：Database から個人情報を窃取する．

い．
(2) 多層防御の適応順番の指針がない
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析を他層での前提を設定せずに各層内で分析する．
⑦

リスク評価
ノード毎に脅威分析した結果をもとに，全ノードのリ
スク評価を行う．

4.3 モデルケースへの適用
多層防御の例として，インターネットとファイアウォー
ルを介して接続されているネットワーク上に個人情報が格
納されていているファイルサーバと端末が設置されている
モデルケースを考える（図７）．多層防御の層として，ネッ
図５

トワーク・ファイルサーバ・端末の３層を想定する．

多層防御システムへの適用フロー

DFD は，ソフトウェアの各コンポーネント間のデー
タの流れを表す．多層防御を考える上で，人が介在し
たデータの流れも重要な着目点になる．そこで，DFD
を多層防御へ適用にするあたり，通信経路上のデータ
の流れに加えて，人が介在したデータの流れも加えて
図示する．例えば，攻撃者が端末に不正プログラムを
送り込み，そのプログラムが USB メモリを通じて
Application(AP) Server に感染して攻撃する場合，USB

図７

モデルケース

メモリなどの外部メディアによるデータ移動の流れも
このモデルケースに，本提案を適用する．情報資産を個

着目点となる．（図６）

人情報，攻撃者の目標を“ファイルサーバの個人情報を窃
取する”と設定する．この攻撃目標に対して，ネットワー
ク→端末→ファイルサーバの攻撃経路で攻撃者が侵入して，
情報を窃取する場合を考える．攻撃者が目標を達成するた
めには，ネットワーク・端末・ファイルサーバの各層にお

図６ 拡張した DFD 適用例

いて，下記の３つの行動・合計９つの行動をすべて達成し
④

た時に攻撃者は，攻撃目標を達成することができる（図８）．

拡張 DFD 上で層（境界）を決定する．

① 侵入すること(Attack Node)

層は，下記視点を考慮して決定する．
・ ネットワーク（DMZ,業務領域）

② 情報を窃取し，持ち出すこと(Action Node)

・ 情報システム（Web,Applicaton,Database Server）

③ 侵入や行動を検知されないこと(Defense Node)

・ 個人利用 PC（Windows,Mac,Linux）

各層でこの３つの行動を達成した時に攻撃目標を達成
することから，各層３つのノードについて脅威分析を実施

・ 物理境界（サーバ室，事務所，セキュリティエ

することで，攻撃手段の分析や実現可能性など多層防御の

リアなど）
・ 人や機器(製造装置・センサー）との接点

等々

る．

層数は，守る資産が重要なほど大きくなる．
⑤

リスク評価を行うことができ，攻撃へ対応を行う可能とな

攻撃経路を設定する．
DFD 上にアクセス経路を設定する．攻撃経路が複数
ある場合は，各経路に対して分析する．経路が複数あ
る場合，経路の閉鎖の検討も必要となる．

⑥

分析ノードを設定する．
攻撃者は，設定したアクセス経路上の各層について，
層への侵入行動・攻撃目的を達した状態で層からの脱
出行動・攻撃者の行動を検知する防御活動を回避する
行 動 を と る ． こ れ ら の 行 動 を Attack Node・ Action
Node・Defense Node として分析ノードを設定する．

⑦

各層の各ノードに対して，Attack-Trees を使った脅威分
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図８

モデルケースへの適用例

図９

リスク評価例

4.4 リスク評価
モデルケースを使い，個人情報の窃取の攻撃として標的
型メール攻撃を想定した攻撃を例に，この脅威分析の流れ
にそって実施したリスク評価例を示す（図９)．
例えば，ネットワークの層では，“メールアドレスが公
開されている場合，不正 URL のリンク付きのメールを防御
する”可能性が高く，ファイルサーバの層では，
“既知の脆
弱性を利用されアクセス権限を奪取された場合，
個人情報データのファイルにパスワード設定の管理が徹底
されていない状態では，個人情報の不正アクセスのリスク
が高い”ことを示す．このことから，ファイルサーバにお
ける対策の検討が重要であることがわかる．
このように，各のノードの脅威分析・リスクを評価する
ことで，脆弱な箇所を抽出して，高いリスクをもつ箇所か
ら，対応を実施する．また，対応が困難な場合，多層で守

図１０

従来手法による分析例

られているかを確認することで，システムをよりセキュア
にしていくことが可能となる．

層内行動要素評価方式：
・分析図の適用範囲が層内となり，その中の関係が表

4.5 モデルケースの結果

現されるため，分析が容易で理解しやすい表現となる．

モデルケースと類似したケースを従来手法の
Attack-Trees 分析した例を図１０に示す[11]．

のみを再分析すれば良く，発見された以外の層に影響

この結果から，従来手法・層内行動要素評価方式のそれ
ぞれの特徴として，下記の点があげられる．

しない．
・全体を見渡して，脆弱な箇所を特定することはでき

従来手法：

ないが，多層防御の考えにそった，各層の脆弱な箇所，

・分析図がツリー状ではなく，グラフ構造となり関係
が複雑になり，分析が難しくなる．
・未知の脆弱な項目が発見されると分析図全体を見直
す必要がある．
・全体を見渡して，脆弱な箇所を特定することが可能
である．
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対処すべき層の特定が可能である．

5. 評価

できることを示した．今後，多層防御で守られているシス
テムの脅威分析を実践するための一助となることを期待す

5.1 有効性の定性的評価
以上の結果から，従来の脅威分析手法と比較して，層内

る．
多層防御を評価するための課題として，下記の点があげ

行動要素評価方式の有効性を定性的に評価する．

られる．

(1) 脅威抽出の観点

・各ノードの干渉を最小化する手法

・DFD は，信頼境界内では脆弱性がない前提に基づく

・各ノードの干渉により，新たに発生する脆弱性評価

ため，未知の脆弱性を排除できない状況に適さない．

・攻撃経路の効率手的・網羅性の高い分析手法

・STRIDE は，5 つの観点をあげているが網羅性の確保

ランサムウェアなどの経路を無効化するあらたな

が難しい．

攻撃手法・その対策の研究への応用

・本提案は，未知の脆弱性があることを前提にして，

・要求水準に適合した層別化の検討手法

評価の視点を層及び攻撃者の行動の２つの視点から

セキュアにするためにどのように層を増やすか．

抽出しており，範囲を限定することで抽出・分析が容

これら今後の研究課題である．

易で網羅性も上記手法より高い．
(2) 脅威分析の観点
・Attack-Defense-Trees は，システム全体で分析すると
巨大なツリーとなり，分析が困難になる．
・本手法では，分析範囲を限定しているため，分析が
容易となる．また，各ノードを分析することにより，
システム全体でリスクの高い箇所を抽出することも可
能となる．
5.2 議論
多層防御の有効性評価手段・適応順番の指針がない課題
は，定性的なリスク評価を実施することで可能となる．
多層防御に適した分析手段・脅威分析が困難な課題は，
層・役割で分離することで細分化して分析が容易となる．
本提案に実施における課題・検討事項としては，下記の
点があげられる．
・Attack Node と Action Node は，分離が難しい場合が
あり，脅威分析し易い整理が必要である．
・範囲・事象に限定した分析ではあるが，Attack-Trees
よる分析は，まだまだ，知見や労力を要する．そのた
め，多層防御の一般化した系でモデルケースを作成し
て，システムとの差分を分析することで効率化する手
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法など検討が必要である．
・多層防御を考える上で経路の分析手順やパターンな
どの整備により，分析の容易性をあげることも重要と
考える．

6. まとめ
本稿では，従来の分析手法を適応した場合の課題を多層
防御の考え方から考察することで，多層防御下の脅威分析
手法を行うための層内行動要素評価方式を提案した．
多層防御の層の独立性，攻撃者の侵入・行動・検知の視
点で分析することで，従来手法に比較して，脅威の抽出観
点・分析の容易性で優位となる．また，リスク評価の事例
から，多層防御下のシステムのリスクの高い脆弱性を発見
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