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あらまし

あらゆるソフトウェアを対象として, 脆弱性を持つソフトウェアの有無を検査するシステムの開発をおこなっ

ている. このシステムは，検査対象のコンピュータにインストールする検査ソフトウェアと，脆弱性に関する情報を保持す
るデータベースからなる．検査ソフトウェアは，コンピュータ内にインストールされたソフトウェアを検出し，検出したソ
フトウェアに固有な情報を検索鍵としてデータベースに送信し，脆弱性に関する情報を求める．このような汎用的なシステ
ムを構築するにあたって問題となるのは, 検索鍵として, 何を利用するかである. 検索鍵は, 検査対象のソフトウェアから取
得可能である必要があり，なおかつ，データベースにおいて脆弱性に関する情報を正しく検索可能にする情報でなければな
らない. そこで, 検索鍵として, ソフトウェア名とバージョン情報を利用することを考えた場合に, 検査対象のソフトウェア
からどの程度取得可能か, 脆弱性の判定にどの程度利用できるか, 定量的に評価した結果を示す.
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Abstract

This paper shows a study on a system that detects software with vulnerability. The vulnerability

detection system has two components: (1) a database that contains information on various vulnerabilities for
various software, and (2) a detection software that checks for information on software installed on a target machine
and uses that information to search the database for possible vulnerabilities. This information, i.e., search key, is
important as it will affect the search for vulnerabilities. The search key should be information obtainable from the
target software, and include the target software’s status, such as version number and applied patches. We have
conducted an experiment using the target software name and its version number as the search key. We analysed
the results based on whether or not the version number information is automatically obtainable from the software
and the correctness of the search result.

1 はじめに
近年，コンピュータへの不正アクセスやコンピ
ュータウィルスによる被害が頻発しており，対策が
求められている．不正アクセスやコンピュータウィ
ルスの被害を受ける原因のひとつには, バグなどに
起因するソフトウェアの脆弱性がある. ユーザが,
ソフトウェアの脆弱性によって引き起こされる問題
に対して, コンピュータシステムのセキュアな環境
を維持するためには, ソフトウェアの脆弱性に対し

て, 適切な対処を取らなければならない.
ソフトウェアの脆弱性への対処は, 一般的につぎ
の手順でおこなわれる.

1. コンピュータ内にインストールされたソフト
ウェアについての情報を収集する.
2. 脆弱性を持つソフトウェアがある場合には, 収
集した情報をもとにパッチの適用やサービスの
停止などを行う.
ソフトウェアの脆弱性に関する情報は, 各ソフト
ウェアベンダの Web サイトや CERT/CC [1] ,
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Bugtraq-jp [2] などで提供されている. ユーザは,
これらの膨大な情報が蓄積された Web サイトから,
検査対象となるソフトウェアに関する情報を抽出す
る. ユーザが脆弱性を持つソフトウェアに関する情
報に基づいて，対処する具体的な手段には，次の 2
つがある．
手動で行う方法: ユーザ自身が, コンピュータ内
のソフトウェアについて, バージョン情報や,
パッチの適用状況に関する情報を収集する. そ
して, 収集した情報をソフトウェアを特定する
ための情報 (以降, 検索鍵とする) として利用す
ることによって, ソフトウェアベンダの Web サ
イトなどから, 脆弱性を持つソフトウェアの対
策方法を調べ対処する.
手動で行う方法には, つぎの課題がある.

• ユーザが, コンピュータ内にどのようなソ
フトウェアがインストールされているのか,
把握しなければならない. 把握する情報
は, ソフトウェアの名称だけでなく, ソフト
ウェアのバージョン情報, 適用したパッチ
など, 多岐に渡る.
• ソフトウェアの脆弱性に関する情報には，
専門的な知識が必要とされる場合がある.
このことから, 手動で行う方法は, ユーザにかか
る負担が大きい.

が, ベンダが提供するツールによって異な
るからである.
この課題を解決するために, 我々は特定のベンダ
に依存しないで, 脆弱性を持つソフトウェアを検出
するシステム (図 1) の実装を試みている. 我々が,
実装を試みているシステムの構成要素を, つぎに
示す.

• 脆弱性データベース
– ベンダに依存せず, さまざまなソフトウェ
アを対象として, ソフトウェアの脆弱性
に関する情報を蓄積, 検索できるデータ
ベース.
• 検査ソフトウェア
– 脆弱性検査の対象となるコンピュータに
インストールし, 脆弱性を持つソフトウェ
アの検出に利用するソフトウェア. コン
ピュータ内にインストールされたソフト
ウェアから検索鍵を収集し, 収集した情報
をもちいて, 脆弱性データベースの検索を
おこない, 脆弱性を持つソフトウェアの有
無の判定を行う.
システムの実装を試みるにあたって問題となるこ
との 1 つは, 検索鍵に何を利用するかということで
ある. この検索鍵は, つぎの性質をもつ必要がある.

• 検査対象のソフトウェアから抽出できる.
– 本システムの目標は, ソフトウェアを作成
したベンダに依存しないで, 脆弱性検査を
実施可能にすることである. そのため, 汎

ツールを利用する方法: 一部のソフトウェアベン
ダは, 手動による脆弱性検査方法の負担を減少
させるために, コンピュータ内のソフトウェア
に関する情報を自動的に収集し, ソフトウェア
への脆弱性への対処を支援するツールを提供し
ている.
脆弱性を持つソフトウェアを検出するツールは,
脆弱性を持つソフトウェアをつぎの手順で検出
する. ただし, ツールごとに多少の差異がある.

1. インストールされているソフトウェアに関
する情報を取得する.
2. 検索鍵として用いるソフトウェアから取
得した情報と, ツールを提供するベンダが
持つ脆弱性に関する情報を比較することに
よって, 脆弱性を持つソフトウェアの検出
を行う.
3. 脆弱性検査の結果をユーザに示す. ツール
によっては, 必要となる修正ファイルを選
別しダウンロードを行う.

用的にソフトウェアから抽出可能な情報を
利用する必要がある.
• 脆弱性データベースにおいて, 脆弱性の有無を
正しく判定できる.
– たとえば, 脆弱性データベースに Outlook
Express 6.0 というソフトウェアに関する
脆弱性情報があるとき，Outlook Express
という情報だけでは脆弱性の有無を正確に
判定できない．正確に判定するためには，
バージョン情報なども必要になる．
検索鍵の候補のひとつとして, ソフトウェア名と
バージョン情報が考えられる. その理由としては,
つぎのことが挙げられる.

• ソフトウェア名とバージョン情報は, ソフト
ウェアの作成時に多くのソフトウェアにつけら
れている.
• ソフトウェアの脆弱性に関する情報がソフト
ウェア名とバージョン情報によって区別されて
いることが多い.

ツールを利用する方法には, つぎの課題がある.

• ツールごとに, 脆弱性検査の対象となるソ
フトウェアが限定される. なぜなら, 脆弱
性を持つソフトウェアを識別ときに検索鍵
として利用する情報や, 脆弱性検出の方法

しかし, ソフトウェア名とバージョン情報が, ソフト
ウェアの作成段階でつけられているとしても, ソフ
トウェア自体から情報を取得できないことなどもあ
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り得る. そのため, 検索鍵として, どの程度の妥当性
があるかについて評価してみる必要がある.
そこで, 本稿では, 脆弱性を持つソフトウェアを
検出するときの検索鍵として, ソフトウェアの名称
とバージョン情報の組を利用することが妥当か否か,
評価した結果を示す. 具体的な評価対象は次の 2 点
である.

1. クライアント側において, どの程度の数のソフ
トウェアから, ソフトウェアの名称とバージョ

ある.

RedHat Network では, RPM (RedHat Package
Manager) を利用している. ユーザは, この RPM
を利用することによって, ソフトウェアパッケージ
の構築, インストール, 照会, 検証, 更新, およびアン
インストールすることができる.
RPM が検索鍵として, ソフトウェアの管理に利
用するために持つ情報の例を 図 2 に示す.

ン情報を取得できるか

2. サーバ側において, ソフトウェアの名称とバー
ジョン情報のペアから正しく脆弱性の有無を判
定できるか
本稿の構成は次のとおりである. 2 章で既存の
ツールが, 利用している検索鍵について述べ, 3 章
でソフトウェア名とバージョン情報の妥当性を評価
するために, 実装を試みたシステムについて述べる.
4 章でソフトウェア名とバージョン情報の妥当性を,
実装したシステムの結果をもとに評価する. 5 章で
まとめを行う.
図 2 RPM パッケージが持つ情報
■Patch Manager Patch Manager [5] は Sun Microsystems 社の OS である Solaris 用のパッチ管理
ツール群である. ユーザは, Patch Manager を用い
ることによって, コンピュータに必要なパッチの解
析やダウンロードをおこなえる.
Patch Manager が検索鍵として, ソフトウェアの
管理に利用する情報の例を, 図 3 に示す.

図1

本システムの構成

2 既存のソフトウェアのツールが利用す
る検索鍵
代表的な “ソフトウェア更新ツール” を, 次に述べ
るが, ツールが利用する検索鍵は統一されていない.
■Windows Update
Windows Update [3] とは, Microsoft 社が提供
するソフトウェアと一部のドライバの状態をチェッ
クし, ソフトウェアを最新の状態にするのに必要な
ファイルのダウンロードや更新を支援するアプリ
ケーションである.
Windows Update では検索鍵として, レジストリ
から パッチの適用情報などを取得している.
■RedHat Network
RedHat Network [4] とは,RedHat 社が提供する
RedHat Linux システムの管理を支援するツールで

図 3 Solaris のパッケージが持つ情報

3 ソフトウェア名とバージョン情報をも
ちいた脆弱性ソフトウェア検査システ
ムの実装
ソフトウェア名とバージョン情報を利用すること
によって, 脆弱性を持つソフトウェアを検出するシ
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ステムを実装した. 実装したシステムにおいて, つ
ぎの 2 点について述べる.

• 検査ソフトウェアの動作手順
– 検査ソフトウェアは, Windows と Unix を
サポートする. 個々の OS において, ソフ
トウェア名とバージョン番号の取得方法は
異なる. それぞれの OS におけるソフト
ウェア名とバージョン情報の取得手順を次
に示す.
• 脆弱性データベースの動作手順
– ソフトウェアから取得した情報をもとに,
どのように脆弱性データベースで脆弱性の
判定を行うかについて述べる.

3.1
3.1.1

• バージョン情報は，取得したコマンドに，コ
マンドオプション-v あるいは--version
をつけて実行することによって取得する.
■バージョン情報の抜き出し
コマンドオプション-v あるいは --version をつ
けて, 実行したときの出力結果は, そのソフトウェア
ごとに異なる (図 4).

検査ソフトウェアの動作手順

Windows におけるソフトウェア名とバージ

ョン情報の取得
検査ソフトウェアが, Windows が稼動しているコ
ンピュータ内にインストールされたソフトウェア群
を抽出し, ソフトウェアの名称とバージョン情報を
取得する手順を次に示す.

1. ソフトウェアが, デフォルトでインストールさ
れるフォルダを Win32 API を利用して取得
する.
2. 取得したフォルダ内を検索し, 拡張子が EXE
形式であるソフトウェアの絶対パス名を調べる.
3. 調べた絶対パス名から Win32 API をもちいて,
ソフトウェアに関する情報の取得を行う.
4. 取得した情報から, ソフトウェア名, バージョン
情報を抜き出す.
3.1.2

図4

そのため, コマンドオプションによって得た出力
結果から, ソフトウェア名とバージョン情報を抜き
出す必要がある. そこで, コマンドオプションの出
力結果に特定のパターンが存在しないか調べた. そ
の結果, コマンドオプションの出力結果には, バー
ジョン情報が次のパターンで出力することが判った.

1. ソフトウェア名 “区切り文字” “バージョン識
別子” “区切り文字” “バージョン情報候補”
2. ソフトウェア名 “区切り文字” “バージョン情
報候補”
3. “バージョン識別子” “区切り文字” “バージョ
ン情報候補”
4. “バージョン情報候補”

Unix におけるソフトウェア名とバージョン

情報の取得
検査ソフトウェアが，Unix が稼働しているコン
ピュータ内にインストールされたソフトウェア群を
検出し，ソフトウェアの名称とバージョン情報を取
得する手順を次に示す．

1. 環境変数 PATH から, ソフトウェアが保存され
ているディレクトリを取得する. なお, 環境変
数とは, システムの情報を記録している文字列
変数であり, 環境変数 PATH とは, ソフトウェ
アが保存されているディレクトリを記録した文
字列変数である.
2. 取得したディレクトリから, そのディレクトリ
内にあるファイルの一覧を取得する.
3. 取得したファイルのうち, ファイル末尾に実行
ファイル記号 (*) がついたファイル (以降, コマ
ンド) を取得する.
4. 取得したコマンドから，ソフトウェアの名称と
バージョン情報を取得する．
• ソフトウェアの名称としては，取得したコ
マンドのファイル名を利用する．

コマンドオプション付与時の出力結果

このなかで, “区切り文字” とはスペースやカンマな
どの記号文字を表す. “バージョン情報候補” とは,
数字もしくはドットを先頭文字とし, 数字とドット
を必ず含み, “区切り文字” で区切られた文字列を表
す. “バージョン識別子” は, “version” や “Ver” な
どの, バージョン情報の前につく可能性が高い文字
列を表している.
“バージョン情報候補” がそのソフトウェアのバー
ジョン情報である可能性は, ソフトウェア名や “バー
ジョン識別子” が “バージョン情報候補” の前にあ
るほど, 高いと推測できる.
そこで, 本実装では, 前述のパターン分類におい
て付与した番号が小さいほど, その “バージョン情
報候補” が, ソフトウェアのバージョン情報である
可能性が高いとして, バージョン情報の抜き出しを
行った.
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表1

ソフトウェア名とバージョン情報が取得できたソフトウェア数
必要な検索鍵が取得できた

インストールされていた

ソフトウェアの数

ソフトウェアの数

Windows コンピュータ 1
Windows コンピュータ 2
Windows コンピュータ 3
Solaris コンピュータ 1
RedHat Linux コンピュータ 1
RedHat Linux コンピュータ 2

275
184
191
466
1302
1144

3.2

脆弱性データベースの動作手順
脆弱性データベースでは, 脆弱性を持つソフト
ウェアの検出を, つぎの手順でおこなった.

1. 検査ソフトウェアから, ソフトウェア名とバー
ジョン情報のリストを受け取る.
2. 受け取ったリストからソフトウェア名とバー
ジョン情報の組を 1 組ずつ取り出し, 脆弱性
データベースに登録された情報と比較を行う.
3. その結果を検査ソフトウェアに送信する.

4 評価
ソフトウェア名とバージョン情報を利用して, 実
装をおこなったシステムについて, 評価を行う.

4.1

ソフトウェア名とバージョン情報の取得
コンピュータ内にインストールされたソフトウェ
アから，どれだけソフトウェア名とバージョン情報
の組を取得できるか評価した結果を表 1 に示す．表
1 にあるように，検査対象のコンピュータにインス
トールされている OS は，3 台が Windows XP，2
台が Red Linux9.0，1 台が Solaris9.0 である．こ
れらのコンピュータは大学において実際に研究用途
に使用されているものであり，インストールされて
いるアプリケーションソフトウェアはまちまちであ
る．なお, この表 1 のうち, “必要な検索鍵が取得で
きたソフトウェア” とはソフトウェア名とバージョ
ン情報が取得できたソフトウェアを示す.

4.1.1

Windows におけるソフトウェア名とバージ

ョン情報の取得
表 1 の Windows コ ン ピ ュ ー タ の 結 果 よ り,
Win32 API を利用することで, 平均約 70% のソ
フトウェアから, ソフトウェア名とバージョン情報
が取得できたことが判る.
ソ フ ト ウ ェ ア 名 か バ ー ジ ョ ン 情 報 の ど ち ら か,
もしくは, 両方が取得できないソフトウェアには,
Windows 以外の OS から移植されたソフトウェア
や個人作成のソフトウェアが多いという傾向にあっ
た. このことから, ソフトウェア名かバージョン情
報が取得できないソフトウェアは, Windows で定め
られているフォーマットに従って作成されていない,

(約
(約
(約
(約
(約
(約

80.1%)
67.1%)
60.9%)
36.1%)
36.3%)
34.8%)

343
274
310
1290
3583
3586

と考えられる.

4.1.2 Unix におけるソフトウェア名とバージョン
情報の取得
表 1 の Solaris コンピュータ, RedHat Linux コ
ンピュータの結果より, 一部のコマンドオプション
を付与したときの実行結果を利用することで, 平均
約 30% のソフトウェアから, ソフトウェア名とバー
ジョン情報の取得が取得できたことが判る.
ソフトウェア名とバージョン情報が取得できたソ
フトウェアは, 特定のソフトウェアベンダに限らず
取得することができた. ソフトウェア名とバージョ
ン番号が取得できたソフトウェアにばらつきがあっ
たのは, ソフトウェアに関する情報を出力するオプ
ションが必須機能でなかったためと考えられる.

4.2 脆弱性データベースにおける脆弱性の判定
ソフトウェア名とバージョン情報から, 脆弱性を
持つソフトウェアを検出できるかを調査した結果を
表 3 に示す. なお, 脆弱性データベースには, 表 2
の情報を用意した. 表 3 のうち, “検査結果” とは実
装したシステムを利用した場合の判定結果を示して
いる. また, “脆弱性判定の正確さ” は, 実装したシ
ステムの判断結果が正確であったかどうかを示して
いる.
表 3 より, 既にパッチが適応されたソフトウェア
については, 脆弱性の判定が正しくおこないことが
判った.

5 まとめ
5.1 結論
本稿では, ソフトウェア名とバージョン情報が, 脆
弱性を持つソフトウェアを検出するときの検索鍵と
して利用できるか評価をおこなった. 具体的には,
つぎの 2 点について, 評価をおこなった.
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• どの程度の数のソフトウェアから, ソフトウェ
ア名とバージョン情報を取得できるか

• ソフトウェア名とバージョン情報から, 脆弱性
を持つソフトウェアの有無を正しく判定でき
るか

表2
ソフトウェア名

評価にもちいた脆弱性データベースが持つ情報
脆弱性を持つ

脆弱性情報

バージョン情報

Microsoft Internet Explorer
Symantec Norton AntiVirus
Sun Solaris
Opera
unzip
XFree
Yahoo! Messenger

表3

6.0
2002
2003
9.0.0
8.0.0
7.0 win32
5.50
4.30
5.6

Microsoft Internet Explorer に複数の脆弱性 (828750) (MS03-040)
Symantec Norton AntiVirus Device Driver Memory
Sun Solaris SAdmin クライアントのクレデンシャルの
脆弱性により, 管理者権限でリモートからアクセスされる.
Opera にクロスドメインスクリプティングの脆弱性
unzip にセキュリティホール
XFree86 パッケージにセキュリティホール
Yahoo! Messenger File Transfer Buffer Overrun Vulnerability

ソフトウェア名とバージョン情報を利用した脆弱性検査システムの実装結果
検査ソフトウェア

ソフトウェアの

検査結果

脆弱性判定の正確さ

バージョン番号

Yahoo! Messenger
Opera
unzip
unzip
Internet Explorer

5.6
7.22
5.50
5.32
6.0.0

脆弱性あり

○

脆弱性なし

○

脆弱性あり

○

脆弱性なし

○

脆弱性あり

×
（パッチで対応済み)

評価の結果, ソフトウェア名とバージョン情報は,
Windows では約 7 割, Unix では約 3 割の数のソフ
トウェアから取得できることが判った.
脆弱性を持つソフトウェアの有無の判定は, パッ
チが既に適用されたソフトウェアについては正しく
判定できないことが判った.

5.2

今後の課題
今後の課題としては, つぎのことがある.

• レジストリ情報などから, パッチの適用状態と
いったソフトウェアに関する情報を取得し, ソ
フトウェア名やバージョン情報と組み合わせる
ことによって, 脆弱性検査の精度を改善できる.
• 他のツールが利用する情報 (RPM が持つ情報
など) を組み合わせることで, 検出対象とするソ
フトウェアの幅を広くすることが考えられる.
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