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概要：制御機器などへのサイバー攻撃が後を絶たないなか、製品やシステムの出荷前に脆弱性が残存していないかチ
ェックするペネトレーションテストが重要となっている。しかし一般にペネトレーションテストは、専門的な知識や
技能を有するペンテスターと呼ばれる者が、豊富な経験と知識を総動員してシステムの内部処理を推理しながら行う
ため、非効率的であり、その結果はペンテスターの技量に強く依存する。本研究では、制御システムに対するペネト
レーションテストの支援方式として、制御機器の入出力から相関値を算出し、相関値の時間変化が大きいタイミング
を、システムの状態遷移として判定する方式を提案する。本方式を利用することで、システムの状態遷移に着目した
ペネトレーションテストの支援を行う事ができ、ペネトレーションテストの属人性を廃することが期待できる。
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ストすべてを自動化することは難しい。

1. はじめに

一方でペネトレーションテストをはじめとするセキュ

IoT 機器や制御機器を狙ったサイバー攻撃が近年頻発し

リティ検査では、試験するコードカバレッジが高いほど多

ている。制御システムを狙った攻撃事例としては、PLC を

くの脆弱性を発見できることが、経験則的に示されている

狙った Stuxnet 事件[1]や、車載機器を狙った Jeep Hack[2]

[3]。そのため、セキュリティ検査では、多くの状態遷移を

の事例が記憶に新しい。

行わせて、ペネトレーションテスト中のコードカバレッジ

制御システムに対するサイバー攻撃が多発するなか、機
器やシステムの出荷前に脆弱性が残存していないかどうか

を向上させることが、ペネトレーションテストの品質向上
につながる。

を試験する、ペネトレーションテストが重要となっている。

そこで本研究では制御機器を対象とした、システムの挙

ペネトレーションテストとは既に知られているサイバー攻

動を表す状態遷移を推定するペネトレーションテストの支

撃技術を用いて、実際にシステムへ侵入を試みることで、

援方式を提案する。制御機器は一般に、入力と何らかの関

脆弱性がないかどうかを検査する手法である[1]。情報系シ

連のある出力を行う。そのため入力と出力の間で相関が起

ステムに対しては、Web システムなどをはじめとしてペネ

きやすい。この相関の状態をシステムの一つの状態として

トレーションテストが広く実施されてきた。制御システム

とらえ、入出力の相関値が時間的に大きく変化したときに、

については、IPA の制御システムのセキュリティリスク分

状態変化が発生したと判断する。適当な入力に対する出力

析ガイド[5]において、脆弱性検査やペネトレーションテス

を観測し、相関値算出を行い、時系列変化が一定以上の時

トを行い、制御システムに対するサイバー攻撃のリスクを

に、状態変化が発生したと判断し、逐次状態遷移を記録す

確認、低減することが推奨されている。

ることで、制御機器の状態遷移を自動的に推定することが

一方でペネトレーションテストは、豊富な経験や知識を

可能となる。

有する、ペンテスターと呼ばれる専門家によって実施され

本提案方式を利用することで、ブラックボックスな制御

る。これは一般的なソフトウェア試験などとは異なり、シ

機器に対しても、提案方式で推定した状態遷移の情報を用

ステムの仕様が分からないブラックボックスな状態でテス

いることで、ペネトレーションテストを効率的に行う事が

トを行うためである。ペンテスターは、攻撃データなどを

でき、ペネトレーションテストのシステムの状態遷移推定

入力したときのシステムの出力や応答、挙動などから、内

についての属人性を廃することが期待でき、品質の安定し

部処理やデータ構造などを推定し、脆弱性を発生させる入

たペネトレーションテストが実現可能になる。

力を経験などから導き出す。そのためペネトレーションテ

†1 三菱電機株式会社 情報技術総合研究所
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2. 制御機器とペネトレーションテスト

ソフトウェアの脆弱性を発見する、バイナリファザーであ

制御システムへのサイバー攻撃事例が後を絶たない。近
年では 2010 年の Stuxnet 事件や、2015 年に発表された Jeep

る AFL[9]は、コードカバレッジを評価関数とした遺伝的ア
ルゴリズムをファズエンジンに用いることで、有名 OSS の
脆弱性を多数発見するような高い性能を実現している。

Hack などが記憶に新しい。

ではペンテストにおけるコードカバレッジはどのように

Stuxnet 事 件は、2010 年 にイランの核 施設におい て
Siemens 社製の PLC のラダープログラムが不正に書き換え
られ、制御する遠心分離機を破壊した。これを契機に制御

考えればよいだろうか。システムが有する状態をどれだけ、
状態遷移し実行したかをコードカバレッジと等価に考える
ことができる。この場合、検査対象システムが持ちうる状

システムのセキュリティが叫ばれるようになった。
2015 年の Black Hat USA にて Charlie Miller らは、Jeep
社の Cherokee という車種において、インターネット経由で
攻撃が可能で、車載 ECU のファームウェアなどを不正に書

態をより多く遷移するような入力データを用いてペンテス
トを行う必要がある。また対象システムの状態遷移を特定
することで、手動でペンテストする際の手がかりとして用
いることが可能で、ペンテスト作業の効率化が期待できる。

き換えて、遠隔で操舵できてしまう脆弱性を発表した。

つまり検査対象システムの状態遷移をより多く推定(特

これらの 2 つの攻撃事例をきっかけに、制御システムに
対する情報セキュリティが重要視されるようになった。IPA
の制御システムのセキュリティリスク分析ガイド[5]では、
制御システムが各社独自のシステムから、標準化・共通化

定)することで、ペンテストの効率化と品質の向上、さらに
は高い専門性を有するペンテスターへの依存を一部脱却す
ることが期待できる。

が行われ、サイバー攻撃の標的になりやすいことが示され
ている。さらに制御システムに対する脆弱性検査やペネト

3. 提案手法

レーションテストを行い、制御システムに対するサイバー
攻撃のリスクを確認、低減することが推奨されている。つ
まり、情報系システムだけではなく、制御システムに対し

本稿の提案手法について解説する。今回の提案手法の目
的と前提は以下の通りである。

てもペネトレーションテストなどのセキュリティ試験を行
うことが必要とされている。
ペネトレーションテスト(Penetration Test、以下、ペン

表 1
目的

・推定した状態遷移情報を用いてペンテストを効

既知の攻撃技術を用いて実際に侵入を試みることで、シス
テストなどとも呼ばれる。有名なペネトレーションテスト

率化する
前提

・デバッガ等は接続不可

類似技術に脆弱性検査(Vulnerability Scanning)がある。

・入出力インターフェースを有する(アナログ、デ

これは Nessus[7]などの脆弱性スキャナを利用して、脆弱

ジタルは問わない)

性を含むバージョンのソフトウェアが使用されているかを
確認する。脆弱性検査はツールなどで自動化が容易である
脆弱性検査で調べることができない。
制御機器に対するペンテストは、一部のセキュリティ会
社において、制御システムセキュリティ診断試験などの名
称でサービス提供されている[6]。しかしペンテストの品質
は、ペンテスターのノウハウに強く依存するため、属人性
が高く、ペンテストすべてを自動化することは難しい。

・対象システムの内部(ソフトウェア)仕様はブラ
ックボックス

ツールに Metasploit がある[4]。

が、脆弱性を悪用してどのような攻撃が実現可能かまでは

・対象システムに搭載されたソフトウェアの状態
遷移を自動で推定する

テスト)とは、ネットワーク接続されたシステムに対して、
テムに脆弱性がないかどうかを試験する手法である。侵入

提案手法の目的と前提

今回おいた前提は一般的な制御システムや車載機器に相
当する。機器が備える入出力インターフェースは、アナロ
グ信号でもネットワークパケットなどのデジタル信号でも
よい。例えばネットワークインターフェースから受け取っ
たパケットの特定のバイト値に応じた、アナログ値を電圧
レベルとして出力するシステムが、今回前提とする典型的
な制御システムとして考えられる。
3.1 状態遷移推定とシステム同定のアナロジー

2.1 セキュリティ検査とコードカバレッジ
ペンテストをはじめとするセキュリティ検査での脆弱性
発見件数は、検査中に実行したコードカバレッジに比例す
る事が経験則的に知られている[3]。そのため、セキュリテ
ィ検査においては、検査時に実行されるコードカバレッジ
が高くなるように検査を行うことが重要である。例えば、

入出力の相関から、システム内部の仕組みやモデルを推
定する類似技術に、システム同定(System Identification)
がある。システム同定とは、ブラックボックスまたはグレ
ーボックス(ある程度の検討はつくが、詳細なパラメータな
どが不明なシステム)なシステムに対して、システムを表す
数理モデルを推定することである[8]。一般に対象システム
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を表す数理モデルが未知、つまりブラックボックスモデル

の相関をはじめに推定する必要がある。例えば入力が A,B、

の場合には、適当に与えた入力信号に対する出力信号を記

出力が C,D と 2 入力 2 出力なシステムが対象だったとした

録し、入出力信号の時系列データから相関値算出や統計解

場合、A に対する入力が、C,D どちらの出力に影響してい

析を行うことで、対象システムを表す数理モデルを推定す

るのか、または C,D 療法に影響するのかを特定する必要が

る。有名な手法に ARX モデルや ARMAX モデルなどの多項式

あり、入出力ポートの相関の推定はこれを意味する。

モデルを仮定して、対象システムに最もそれらしいパラメ
ータとしてフィッティングする手法がある。

3.2.2 状態遷移推定フェーズ

実際のシステム同定の場合には、入力値としてステップ

入出力ポートの相関を推定した結果を用いて、状態遷移

関数や白色雑音など、基準となるテスト信号を入力した際

推定を行う。相関のある入出力ポートの組を用いて、状態

の出力値を用いて解析を行う。例えば電気回路のシステム

遷移推定を実施する。この時の入力データはランダムに生

同定の場合には、入力のテスト信号を電圧として与え、出

成しても良いし、探索範囲が小さいならば全探索を行って

力として電圧もしくは電流を計測する。

も良い。入力データに対して得られた出力データは、入力
データと一緒に時系列データとして記録する。次に得られ

3.2 状態遷移推定への適用

た入出力データを用いての相関値を算出する。相関値の算

システム同定の考え方をペネトレーションテストに適用

出は相関係数などの形で算出することができる。相関値も

する場合を考える。システム同定では適当な入力値に対す

時系列データとして記録し、時系列変化が一定以上であっ

る出力値を観測し、入出力の相関や統計解析結果からシス

た時に、状態が遷移したと判断して、状態遷移を記録する。

テムを表す数理モデルを推定していた。今回推定すべきも

また状態遷移が発生した直前の入力を遷移条件として記録

のは、対象となる制御機器の状態遷移であり、システム同

する。これらを繰り返すことで、状態遷移を推定する。

定の考え方と同様に入出力の相関からシステムの状態遷移

例を用いて説明する。ここで例示するシステムは、入力

を推定する。提案方式では、入出力の相関変化を状態遷移

は 2 バイトのデジタルデータ、出力はアナログ値と仮定す

としてとらえ、状態遷移の推定を行う図 1 にシステム同定

る。出力値は入力したデータの上位 1 バイトの値が制御モ

と、提案方式の類似性について示す。

ード、下位 1 バイトの値が制御値であり、制御モード(0x00

次に提案方式の詳細について説明する。提案方式は 1.入

そのまま、0x0 ビット反転)に応じた制御値が、アナログ値

出力ポート相関推定フェーズ と 2.状態遷移推定フェーズ

として出力される仕様だと仮定する。今回の入力データ生

の 2 つのフェーズで構成される。

成はインクリメンタルサーチで入力空間を探索する。この

3.2.1 入出力ポート相関推定フェーズ

データが得られる。またこのときの入出力相関値を算出す

時の入出力の関係は、例えば図 2 のような入出力の時系列
制御機器には入出力インターフェースが複数ずつ存在す

ると、図 3 に示すような相関値の時系列データが得られる。

る。どの入力がどの出力に相関するか、入出力ポート自体

(a) システム同定の概念図
図 2

例示システムの入出力時系列データ

(b) 提案方式の概念図
図 1

図 3

システム同定と提案方式とのアナロジー

ⓒ2018 Information Processing Society of Japan

― 200 ―

例示システムの時系列相関値変化

今回の例ではデータ値の上位 1 バイトが制御モードで、

られる。例えば図 4 に示すような状態遷移図を考えると、

0x00 のときはそのままのバイト値、0x01 のときはビット反

S1 から S2、S3 と状態変化した後、再び S1 に状態遷移して

転した値を出力するシステムと仮定しているため、入力デ

いる。提案方式で状態遷移推定を行うと、状態遷移が起こ

ータが 0x00FF と 0x0010 を境に、システムの状態が変化す

るたびに新たな状態として記録され、同じ状態に戻ったに

る。入出力相関も同様に、同じタイミングで相関値に変化

も関わらず、あたかも別の状態に遷移したように記録され

が発生する。この相関値の時系列変化から、システムの状

てしまう。これを防ぐ方法として、遷移後の相関値も記録

態が変化したととらえて、状態遷移として記録する。この

しておき、過去に記録した状態の相関値と類似する相関値

推定を繰り返すことで、システムの状態遷移を推定する。

に遷移した場合には、過去に記録した状態と同じ状態に遷
移したものとして、重複記録しない方法が考えられる。

4. 考察
4.1 提案方式の妥当性
今回の提案方式では、対象システムに入力する入力デー
タに対して、出力データが何らかの相関があることと、状
態変化が発生すると相関が変化するという、2 つの前提を
置いた。果たしてこの前提は現実的なのだろうか。
実際の制御機器においては、制御値のやり取りを行う通
信や入力以外に、ファームウェアや制御ラダーなどを書き
換える機能がある。一般にその最中には、制御動作を停止

図 4

同じ状態に繰返し遷移する例

5. まとめ

し、プログラム書き換えを行うため、どのような入力を与

本稿では制御機器のペネトレーションテスト支援のため

えたとしても出力には反映されない。よって、状態変化を

の、システム状態遷移推定方式を提案した。制御システム

相関値の変化として捉えることができる。

は、入力と出力が相関していることがほとんどであり、相
関値が変化するという事は、システムの状態、つまり制御

4.2 入力データについて

機器の制御モードなどの状態が切り替わったことを意味す

システム同定では、モデルを推定するときに入力した信

ることが多い。そのため、入出力相関値の変化から状態遷

号は、ステップ信号などの基準となる信号を入力値として

移を推定できる。提案方式により、効率的なペンテストの

用いていた。今回の状態遷移推定における基準となる信号

支援が期待できる。

があるのだろうか。仮に状態遷移推定やセキュリティ検査

今後の課題として、実際の制御機器において相関変化を

を行う場合の基準信号があるとするならば、ファジングに

検知し状態遷移が正しく推定できることを評価する。また

おいて適当な入力データを生成する必要性が無くなってし

少ない入力データから多くの状態遷移を推定するための、

まう。これは今回提案している状態遷移推定においても同

効率的な入力データ生成方式についても検討を行う。

様であり、基準となる入力データは存在しないと考えられ
る。その理由としては、システム同定で扱っているシステ
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ムの数理モデル自体は、パラメータの微細な変化はあるも
のの、基本的には不変である。一方で、ペンテストで扱う
システムは、ソフトウェアなどで記述されたシステムであ
るため、その挙動は実装に依存すると言わざるを得ない。
そのため、基準となる信号のみで、状態遷移推定を行う事
は困難である。
効率的に状態遷移を多く行わせるためには、今回の提案
方式の場合、相関変化が大きくなるような入力データ列を
生成する必要がある。例えば相関値変化の大きさと評価関
数と定義して、遺伝的アルゴリズムを適用すると、状態遷
移を多く行わせる入力データ列の生成が期待できる。
4.3 状態遷移の重複記録について
システムの状態遷移は、遷移前の状態に戻ることも考え
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