脆弱性を悪用する攻撃への効果的な対策についてのレポート
～ 攻撃状況や組織の環境を踏まえたリスク分析による脆弱性対策 ～
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はじめに
2013 年は、ウェブサイト改ざん等のインシデントが多発しており、IPA でも注意喚起1や呼びか
け2を発信するなどして、一般に広く注意を促している。
インシデントを引き起こす原因としては、OS やアプリケーションの脆弱性を狙ったウイルスに
よって、ウェブサイトの管理用端末に侵入され、その端末からウェブサイトを管理するための認証
情報を窃取されたり、あるいは、ウェブコンテンツを構成するテキストや画像、レイアウト情報な
どを一元的に保存・管理するための CMS(Content Management System) の脆弱性が悪用され、
改ざんが行われたり、といった手口が報告されている。
このようなインシデントを防ぐためには、ソフトウェアの脆弱性対策を実施することが有効な対
策の一つになる。しかし、ウェブサイト改ざん等のインシデントが多発している状況から、現実に
は脆弱性対策の実施が十分に徹底されていないことが推察される。
近年の攻撃は、ウイルス対策ソフトや侵入検知システム等による検知を回避する能力も上がって
きている。防御する側にとって、メールの添付ファイルやウェブサイトを通じたドライブバイダウ
ンロードなど、あの手この手で脆弱性を悪用してシステムに侵入しようとする攻撃を 100%防ぎ続
けることは不可能に近い。
一方で、攻撃そのものは防げなくとも、攻撃者が悪用しようと狙っている既知の脆弱性を解消す
ることで、攻撃による被害に遭うリスクを大幅に低減することはできる。もちろん、全ての脆弱性
に対して即日対策を行うのが最も確実であり最善である。とは言え、脆弱性は弱点であって、実際
に攻撃を受けなければ被害は発生せず、その危険度も脆弱性によって異なり、時間の経過によって
も異なる。
効果的な脆弱性対策とは、全ての脆弱性について闇雲に対策を行うのではなく「リスクを考慮し
て行うこと」
、また、
「時機を逸さずに行うこと」がポイントとなる。本書では、脆弱性の情報とそ
の脆弱性を悪用する攻撃との関係について考察をしたうえで、効果的な脆弱性対策の実施方法につ
いて解説を行う。

本書の対象読者
システムの運用管理者

1

2

2013 年 6 月 26 日付の注意喚起 http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20130626.html
2013 年 9 月 6 日付の注意喚起 http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20130906.html
「ウェブサイトが改ざんされないように対策を！」http://www.ipa.go.jp/security/txt/2013/06outline.html#5
「止まらないウェブ改ざん！」http://www.ipa.go.jp/security/txt/2013/07outline.html#5
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1.

脆弱性を悪用した攻撃

1.1. 脆弱性と攻撃
脆弱性とは、ソフトウェア製品やウェブアプリケーション等において、コンピュータへの不正ア
クセスやウイルス等の攻撃により、その機能や性能を損なう原因となり得るセキュリティ上の問題
箇所のことである。簡単に言うと、脆弱性とは、攻撃によりシステムが攻略される弱点のことであ
り、攻撃を受けると被害が発生するが、攻撃を受けなければ無害となる。
一方、攻撃者は、エクスプロイトコードと言われる脆弱性の存在を検証するための実証コード等
を悪用して攻撃コードを生成することで、システムなどで動作しているプログラムに影響を及ぼす。
エクスプロイトコードは、善意の第三者や製品開発元の間で安全に流通している状況であれば問題
はないが、世の中に出回ると、攻撃者が個人や企業、組織などへ攻撃を実行する際に悪用をするこ
とが可能となる。
図 1-1-1 は、エクスプロイトコードと脆弱性との関係を記載したイメージになる。関連するエク
スプロイトコードや脆弱性などは、
「脆弱性関連情報」とも呼ばれる。

攻撃検証可

エクスプロイトコード

脆弱性を含んだソフトウェア

図 1-1-1：エクスプロイトコードと脆弱性の関連イメージ

■

エクスプロイトコードの悪用

エクスプロイトコードが広く世の中に出回ることにより、攻撃者が攻撃方法の詳細な手法などを
把握することが可能になる。攻撃者は、エクスプロイトコードを攻撃ツールに組み込むことにより、
より広範囲で大規模な攻撃につながるようなツールを作成することも可能になる。このような攻撃
ツールが作成および実行された場合には、広い範囲で攻撃が行われることになるため、多数の組織
におけるシステムが攻撃を受けることとなる。
脆弱性対策の実施が攻撃よりも後になった場合には、対象のシステムが攻撃を受けることになる
ため、なんらかの被害が発生することになる。システム管理者は、実際の攻撃が行われる前（もし
くは攻撃が広がる前）に脆弱性対策を実施しておくことが重要である。
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1.2. 脆弱性の発見と攻撃のタイムライン
実際に攻撃が行われる前に脆弱性対策を実施しておくことが攻撃から被害を受けないためには
重要となる。つぎに脆弱性が発見されるタイミングや攻撃までのフローを見ることで、対策実施ま
での猶予時間がどの程度あるのか、という点を考えてみる。

■

既知の脆弱性における攻撃のタイミング

図 1-2-1 は、既知の脆弱性に対する攻撃のタイミングを表したイメージである。攻撃者は、何ら
かのルートで世の中に出回ったエクスプロイトコードを悪用したり、開発元から提供された対策パ
ッチなどを解析して攻撃コードを生成し、実際の攻撃を実行する。システム管理者にとっては、対
策パッチが提供されてから、攻撃コードが生成されて実際の攻撃が行われるまでの時間が、対策実
施までの猶予時間になる。

対策実施の猶予時間

攻撃の可能性あり

開発元

脆弱性発見

攻撃発生

対策パッチ提供
攻撃準備

攻撃ステージ
悪意のある人

パッチを解析して攻
撃コードを生成

図 1-2-1：既知の脆弱性を悪用した場合の攻撃タイミング
既知の脆弱性における攻撃のタイミングを実例でも見てみる。図 1-2-2 は、株式会社ラックが観
測した 2013 年 7 月に公開された Web アプリケーションを構築するためのフレームワークである
Apache Struts 2 の脆弱性に関する攻撃件数の推移になる。7 月 16 日に S02-016 のセキュリティ
アップデートが公開され、翌日の 7 月 17 日には攻撃が具現化している。攻撃件数も 7 月 17 日と
18 日に大幅に増加していることが見てとれる。つまり対策実施までの猶予時間は 7 月 16 日から翌
日 7 月 17 日までの一日以内、ということになる。

出典：株式会社 ラック
http://www.lac.co.jp/security/alert/2013/07/18_alert_01.html

図 1-2-2：Apache Struts 2 の脆弱性に関する攻撃件数の推移
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更新プログラム（S2-016）の提供翌日に攻撃件数が大幅に増えた原因としては、配布された更新
プログラムの情報の一部に、攻撃者が悪用可能なエクスプロイトコードが記載されていた、という
点が挙げられる。攻撃者はこのエクスプロイトコードを攻撃ツールなどに悪用することで攻撃が拡
大した可能性が考えられる。

■

ゼロデイの脆弱性における攻撃のタイミング

一方、「ゼロデイ」と呼ばれる、攻撃者が脆弱性を発見し、開発元では脆弱性の認識がされてお
らずそのため対策も存在しない状況で行われる攻撃のパターンも存在する。図 1-2-3 は、ゼロデイ
の脆弱性に対する攻撃のタイミングを表したイメージである。この場合、攻撃発生後に開発元が脆
弱性を認識し、その後に解析・対策方法の提供、というタイムラインになる。システム管理者にと
っては、攻撃がいつ発生してもおかしくない状況となるため、実際に攻撃が最初に確認される場合
には、対策実施までの猶予時間は存在しない状況が生じる。

攻撃の可能性あり

開発元

緩和策提供

脆弱性認識
脆弱性発見

対策パッチ提供

攻撃発生

攻撃準備

攻撃ステージ

悪意のある人

図 1-2-3：ゼロデイの脆弱性を悪用した場合の攻撃タイミング
ゼロデイの脆弱性に起因する攻撃発生件数の推移を実例でも見てみる。図 1-2-4 は、日本マイク
ロソフト株式会社が観測した、2011 年 4 月に公開された Adobe Flash Player の脆弱性
(CVE-2011-0611) に関する攻撃件数の推移である。この脆弱性の場合、2011 年 4 月 8 日に最初の
悪用が報告されてから 2011 年 4 月 15 日に更新プログラムが提供されるまでは、ゼロデイによる
攻撃が観測されている（赤色のグラフ部分）。
攻撃件数が大幅に増加するのは 2011 年 4 月 15 日に更新プログラムが公開されてから一ヶ月以
上後（緑色のグラフ部分）の 5 月 16 日や 6 月 5 日（赤丸部分）である。更新プログラムが提供さ
れた時点では数千件だった攻撃件数が 5 月 16 日では 1 万件以上、6 月 5 日には 4 万件以上に増加
している。

2011年4月から7月における CVE-2011-0611 に対する悪用の検出数
出典：マイクロソフト セキュリティ インテリジェンス レポート 第 11 版
http://blogs.technet.com/b/jpsecurity/archive/2011/10/20/3460367.aspx

図 1-2-4：Adobe Flash Player の脆弱性 (CVE-2011-0611) に関する攻撃件数の推移
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5 月 16 日や 6 月 5 日に大幅に攻撃件数が増えた原因としては、エクスプロイトコードなどの情
報を利用した攻撃ツールが、Web サイトなどで広く一般に公開されることで、だれでも簡単に攻撃
を実行することが可能になる状況が発生したものと想定される。（図 1-2-5 参照）

脆弱性情報

攻撃ツール作成

攻撃ツールを
Webで公開

攻撃者

図 1-2-5：時間とともに広がる攻撃状況（イメージ）

攻撃が広がると自組織のシステムが攻撃をされる可能性も大きくなる。つまり攻撃されるリスク
が増えることになるため、それを考慮した脆弱性対策が必要となる。3 章では攻撃の状況や組織の
環境を踏まえた脆弱性対策について見てみる。
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2.

効果的な対策

エクスプロイトコードや攻撃ツールの悪用が進むことにより、対策に掛けられる猶予時間がより
短縮化されていくことが見込まれるだけでなく、近年の攻撃は、ウイルス対策ソフトや侵入検知シ
ステム等による検知を回避する能力も上がってきている。防御する側にとって、メールの添付ファ
イルやウェブサイトを通じたドライブバイダウンロードなど、あの手この手でシステムに侵入し、
脆弱性を悪用しようとする攻撃を 100%防ぎ続けることは不可能に近い。
一方で、攻撃そのものは防げなくとも、攻撃者が悪用しようと狙っている既知の脆弱性を解消す
ることで、攻撃により被害に遭うリスクを大幅に低減することはできる。もちろん、全ての脆弱性
に対して即日対策を行うのが最も確実であり最善である。とは言え、脆弱性は弱点であって実際に
攻撃を受けなければ被害は発生せず、その危険度も脆弱性によって異なるり、時間の経過によって
も異なる。
例えば、同じ社内システムの脆弱性でも、攻撃者がインターネット経由で悪用できる脆弱性と、
ローカルアクセスする必要がある脆弱性では、攻撃の容易さという観点からリスクが異なる。また、
同じウェブサイトの脆弱性でも、個人情報や業務情報を一切持たない告知目的の企業サイトと、オ
ンラインショッピングサイトでは、ビジネスへの影響という観点からリスクが異なる。
同様に、脆弱性の発見後、攻撃が広く行われるようになる前に対策を行えば、攻撃を受ける可能
性は低く被害に遭うリスクを抑えるられるが、それ以降は攻撃者や攻撃手法が多様化して攻撃が急
増し、攻撃を受ける可能性が高くなり被害に遭うリスクも増大する。
効果的な脆弱性対策とは、全ての脆弱性について闇雲に対策を行うのではなく「リスクを考慮し
て行うこと」
、また、「時機を逸さずに行うこと」がポイントとなる。

効果的な対策のポイント
• リスクを考慮して行う
• 時機を逸さずに行う
図 2-1-1：効果的な対策のポイント
では、実際に「リスクを考慮する」
「時機を逸さない」とは、何を、どのようにすれば良いのだ
ろうか。以降の節で、各ポイントについて検討する。
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2.1. リスクを考慮した対策
脆弱性は、世界中で日々発見されている。2013 年上半期（1 月～6 月）に IPA が運営する脆弱
性対策情報データベース JVN iPedia に登録された脆弱性情報は 2,437 件であり、月平均で約 400
件が公開されている3。
もちろん、発見された脆弱性全てが自組織に関係している訳ではなく、対策が必要となるのは自
分たちの組織が利用しているソフトウェアの脆弱性のみである。その中には、組織に大きな影響を
及ぼすものもあれば、殆ど影響のないものもあるだろう。脆弱性の技術的な特性として、悪用が容
易で、重大な被害をもたらす可能性のある深刻度の高いものもあれば、条件が揃わなければ攻撃に
使えず、大した被害を引き起こさない深刻度が低いものもある。また、既に攻撃に悪用されている
脆弱性と、まだ悪用が確認されていないものもある。どの脆弱性がいつ狙われるかはわからない。
その中で、利用しているソフトウェアの脆弱性のうち、多角的に見て組織にとって危険度が高い（図
2-1-2 の赤部分に当たる）脆弱性はどれかを把握し、対策に活かすことで、被害を効果的に回避す
ることが可能となる。

深刻度の低い～中程度の脆弱性

深刻度の高い脆弱性

全ての脆弱性

攻
撃
に
悪
用
さ
れ
て
い
な
い
脆
弱
性

利用しているソフトウェアの脆弱性

自組織に影響の大きい脆弱性

て攻
い撃
るに
脆悪
弱用
性さ
れ

自組織にとって最も危険で、
最も影響が大きい脆弱性

図 2-1-2：組織にとっての危険度を考慮した、優先的に対策すべき脆弱性の絞り込み
では、“リスクが高い”とは、どう評価すればいいのだろうか。大きく左右する要因として、1
つにはその脆弱性が実際に「攻撃される（悪用される）可能性の評価」、もう 1 つはその脆弱性が
悪用された際に組織が受ける「想定される影響を踏まえた評価」が挙げられる。

3

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/JVNiPedia2013q1.html
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/JVNiPedia2013q2.html
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■

攻撃される（悪用される）可能性の評価

「脆弱性」は、実際に悪用されなければ被害は発生しない。従って、その脆弱性を悪用する攻撃
が行われる可能性は、その脆弱性の総合的なリスクを考慮するうえで非常に重要な要因となる。以
下の状態にある場合、攻撃を受ける可能性が非常に高くなると考えられる。


実際にその脆弱性を悪用した攻撃が確認されている
ゼロデイ攻撃、または、パッチ公開後に攻撃者が作成した攻撃コードを利用した攻撃が行
われ、被害が報告されているなど、いつ攻撃を受けてもおかしくない非常に危険な状態。対
策をしていない場合、攻撃を受ければ間違いなく攻撃が成功してしまう状況であり、ブラウ
ザなどの脆弱性であった場合、知らずに攻撃コードが仕掛けられたウェブサイトを閲覧する
ことで、自覚のないまま PC やサーバに侵入されてしまう可能性がある。
このような攻撃が確認されており、実際に攻撃を受ける可能性が非常に高い脆弱性の情報
は、以下のサイト等で確認することができる。
JPCERT/CC：攻撃による被害の報告を受けた脆弱性を、注意喚起として公開



http://www.jpcert.or.jp/at/2013.html





IPA：攻撃が確認された、危険度の高い脆弱性を重要なセキュリティ情報として公開



https://www.ipa.go.jp/security/announce/alert.html

その脆弱性のエクスプロイトコードが一般に公開されている
脆弱性への攻撃は、エクスプロイトコードが公開されると多くの攻撃者が使えるようにな
ることで急増する。実際にはその脆弱性を悪用した攻撃は未だ確認されていなくても、まも
なく広く攻撃が行われる可能性が非常に高い、危険な状態となる。
エクスプロイトコードが一般に公開されているかは、以下のサイト等で確認することがで
きる。


Metasploit Project（英語）：エクスプロイトコードのデータベースを提供
http://www.rapid7.com/db/modules/



ベンダのセキュリティアドバイザリ等4

攻撃が行われている、またはエクスプロイトコードが公開されている脆弱性の場合は、攻撃を受
ける可能性が高いとみなし、対策の要否・優先度の判断に活かすことが望ましい。

■

想定される影響を踏まえた評価

ある脆弱性の、組織にとってのリスクは、最終的には本章の冒頭で触れた悪用のし易さを含む脆
弱性の技術的な特性や、前項の実際に攻撃される可能性など、幾つかの要因が複合的に絡み合った
結果となる。

例：シスコ セキュリティアドバイザリ：CVSS Tempral Score（英語）
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/111/1119/1119807_cisco-sa-20130904-webex-j.html
4
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＜脆弱性の組織にとってのリスク＞
「脆弱性の技術的特性」×「攻撃状況」×「組織への影響」

何が引起されるか？

既に攻撃されている？
対策パッチは出ている？

システム・情報の重要度は？
ビジネスへの影響は？

図 2-1-3：組織にとってのリスクの算出要因
ここで重要になるのは、脆弱性が悪用された場合の組織への影響である。
「脆弱性」が攻撃を受けなければ問題ではないように、「攻撃」を受けても自組織に何も影響が
なければ問題ではない。しかし、通常攻撃が成功した場合、企業機密や顧客情報が漏洩したり、マ
ルウェアの拡散など攻撃の踏み台にされたり、調査と復旧、顧客・取引先の信頼失墜やブランドイ
メージの低下によるビジネスチャンスの喪失、訴訟、賠償、再発防止策の検討・実施、これらに伴
う金銭的損失など、組織に何かしらの影響を及ぼす可能性が高い。
例として、以下の組み合わせによる組織にとってのリスクを考えてみよう。


「サービス運用妨害（DoS）」×「攻撃実績なし」×「社内 SNS システム」
サービス運用妨害（DoS）の脆弱性は、サーバが提供する Web サービスをクラッシュさ
せ、サービス停止を引き起こす可能性がある。攻撃は確認されておらず、組織への影響も社
員が業務外で親睦を深めるために使う SNS であり、サービスが停止しても深刻な影響はな
い。
⇒



組織にとってのリスク：低

「クロスサイトスクリプティング」×「攻撃実績あり」×「オンラインショッピングサイト」
クロスサイトスクリプティングの脆弱性は、サーバの脆弱性を悪用してブラウザ上で任意
のスクリプトを実行させることが可能で、クッキーの窃取や悪意のあるウェブサイトへのリ
ダイレクトなど、サーバ側には直接問題は生じないが、利用者であるクライアント側に問題
を引き起こす可能性がある。オンラインショッピングサイトの場合、ログイン情報が漏洩す
る可能性やクライアント PC がマルウェアに感染させられる可能性があり、ビジネスに影響
を与えかねない。また、この脆弱性を悪用した攻撃も報告されている。
⇒

組織にとってのリスク：高

では、組織への影響は、実際に何を基準に評価すれば良いのだろうか。
脆弱性の危険度を多角的に評価し、数値化するためのオープンで汎用的な手法である共通脆弱性
深刻度評価システム（CVSS：Common Vulnerability Scoring System）では、ある脆弱性の組織
固有の利用環境におけるリスクを「環境値」として評価するべく、評価基準を示している。
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CVSSにおける組織への影響の評価項目（「環境評価基準」）
評価項目
影
響
範
囲
情
報
の
重
要
度

レベル

システムからの二次的被害の可能性
二次的被害(CDP Collateral Damage Potential)

システムの影響範囲
システム範囲(TD Target Distribution)

システムにおける機密性の重要度
機密性の要求度(CR Confidentiality Requirement)

システムにおける完全性の重要度
完全性の要求度(IR Integrity Requirement)

システムにおける可用性の重要度
可用性の要求度(AR Availability Impact)

なし

軽微

中程度

重大

壊滅的

-

なし

小規模

中規模

大規模

-

-

低

中

高

-

-

低

中

高

-

-

低

中

高

危険小

【用語の説明】
二次的被害：物理的な機器への被害や、生活基盤、身体などへ及ぼす被害のこと
機密性：機密情報が漏えいしないこと
完全性：情報が改ざんされないこと
可用性：業務が遅延・停止しないこと

危険大

図 2-1-4：CVSS における組織への影響の評価
CVSS では、この「環境値」と、脆弱性の技術的な危険度を示す「基準値」、攻撃やエクスプロ
イトコードの存在など脆弱性を取り巻く攻撃状況の危険度を示す「現状値」を、それぞれの評価基
準に従い 0.0～10.0 で数値化し、組織にとってのリスクを評価する。

＜CVSSを用いた組織にとってのリスクの評価＞
脆弱性対策情報
公開

攻撃状況の危険度

現状値:「7.0」
開発元

技術的な危険度

組織への影響に
基づく危険度

環境値:「9.0」

基本値:「7.0」

システム管理者

対策の要否や
優先度を判断する

全体評価値:「9.0」
組織にとってのリスク

図 2-1-5：CVSS による組織にとってのリスクの評価
環境値を評価する上で、何を以って二次的被害を測るか、システムの影響範囲をどう定義するか
は、リスクをどこまで許容するかといった組織の事業戦略やビジネスリスクの考え方などにも関わ
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ってくるため、組織で具体的な判断基準を設ける必要がある。先ずは、組織が使用しているシステ
ムや扱う情報について、もし攻撃を受けた場合にどのような事態や被害が想定されるかを洗い出し、
許容できるリスク・許容できないリスクを組織の事業戦略や事業継続計画などに沿って検討し、シ
ステム単位で纏めてみると良い。その上で、脆弱性が公開された際に、対象システムが攻撃された
場合の組織への影響をチェックし、影響が大きければその脆弱性は組織にとってリスクが高いとみ
なし、対策の要否・優先度の判断に活かすことが望ましい。
CVSS の詳細については以下を参照：
共通脆弱性深刻度評価システム（CVSS）概説
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSS.html

2.2. 時機を逸さない対策
限られた時間の中で、リスクを許容できないと判断した、組織にとって影響の大きい脆弱性につ
いて攻撃が広く行われるようになる前に対策を行うことで、組織が許容できない被害を回避するこ
とができる。しかし、現実問題として、稼動中のシステムへのパッチの適用や、バージョンアップ
にあたっては、ソフトウェアの互換性や設定変更等に伴うデグレードといった副次的影響の有無等
を確認するための検証作業・テストに掛かる手間、限られたリソースなど、課題も多い。
そうした状況下で時機を逸さずに対策を進めるため、取るべき対策を迅速に判断すること、様々
な実施手段が存在する中で、自動化を有効に活用していくことが求められる。

■

適切な対策の迅速な判断

サーバの場合、パッチの適用やアップデートによって既存の機能やサービスに不具合が発生する
可能性を想定すると、実施に踏み切れない場面も多いと思われる。しかし、選択肢は、パッチ／ア
ップデートを行うか、行わないかの二択に限られている訳ではない。抜本的に脆弱性を解消するパ
ッチやアップデートの実施は最も望ましい対策だが、目的は攻撃による被害を回避することであり、
別の判断を取ることも考えられる。


パッチ／アップデートでなく緩和策を行う
パッチ／アップデートがサービスに影響を及ぼすなど、実施が難しい場合、脆弱性の内容
および組織の環境によっては、パッチやアップデートによる抜本的な解消を行わなくても当
該脆弱性が悪用されるのを回避できる可能性もある。攻撃に利用されることがわかっている
ポートの遮断や攻撃に必要な条件となっている設定の変更といった単純な対策からセキュ
リティ機器の追加といった環境の是正まで、様々な緩和策が考えられる。但し、緩和策の効
果が絶対でなかったり、不注意や、別のパッチをあてた際に設定が戻ってしまい回避したは
ずの脆弱性が改めて問題となる可能性なども考えられるため、残留リスクの認識、およびデ
グレードさせないための継続的な管理等が必要となる。



検証を行わずにパッチ／アップデートを行う
検証に時間と手間が掛かり時機を逸するのであれば、脆弱性がもたらすリスクの大きさに
よっては、検証を行わずにパッチの適用やアップデートを実施する選択肢も考えられる。こ
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の場合、実施によるリスクが脆弱性をもたらすリスクより大きくないこと、また、何か問題
が発生した時点で迅速・確実に実施前の状態に戻せることが大前提となり、バックアップの
取得、復旧手順の明確化、運用データの更新による影響（差分の取扱い）、定期的な訓練に
よる一連の手順の熟練が必須となる。


システム（サービス）を停止する
万一攻撃された場合のリスクが許容できず、しかし、すぐにパッチやアップデートを行う
ことも困難で他に回避手段がない場合、システム（サービス）を一時停止することも選択肢
の 1 つとして検討する。

利用しているソフトウェアの脆弱性が公開された際に、組織にとっての総合的なリスクを考慮し、
取るべき対策を速やかに判断できるよう、事前に対策の選択肢について検討を重ねておくことが望
ましい。

■

対策の自動化の活用

実際に対策を行うには、組織で利用しているソフトウェアの把握、利用しているバージョンの脆
弱性の有無の確認、パッチやアップデートの検証、必要な機器への対策の実施など、様々な作業が
必要となる。これらを全て手作業で行うには手間も時間を掛かる。しかし、近年ではこうした作業
を自動化するサービスも進んでいる。
一例として、最近はクライアントソフトウェアを中心に、Windows Update、Mac ソフトウェア・
アップデート、Adobe Reader/Flash Player、Java、Firefox など、幅広く利用され、攻撃におい
て脆弱性を悪用されることが多いソフトウェアにおいて「自動アップデート機能」の提供が広がっ
ている。また、利用しているソフトウェアを自動検出し、利用バージョンの脆弱性のチェックを含
めてソフトウェアの管理を自動化する「ソフトウェア資産管理システム／サービス」の類もセキュ
リティベンダが有償・無償で提供している。
クライアント PC については、こうした自動化を有効に活用することが望ましい。クライアント
ソフトウェアの脆弱性を突いた攻撃は「2013 年度版 10 大脅威5」でも 1 位に選ばれており、組織
のシステムへの侵入の突破口としても狙われやすい。自動化の活用によりクライアント PC の脆弱
性対策が向上するだけでも組織への攻撃を回避するのに効果が期待できるほか、クライアント PC
の対策に掛ける手間や時間を省くことで、サーバの対策にリソースを回すことも可能となる。一方、
サーバについては、ソフトウェアの互換性等の問題からインストールまで自動化するのは困難な可
能性があるが、サーバ上で動いているソフトウェアの把握やバージョンの確認、アップデートの利
用可否の確認を自動化するという点では活用できる余地は十分にある。
自動アップデートやソフトウェア資産管理システム／サービスの実際の機能や内容は、ソフトウ
ェアやサービスによって異なる。利点や欠点、組織の環境・目的等を考慮したうえで、適切に組み
合わせて活用することが重要となる。

5

IPA

2013 年度版 10 大脅威

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2013.html
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表 2-2-1：自動アップデート、ソフトウェア資産管理システム／サービスの一般的な特徴
考慮事項

ソフトウェアの

ソフトウェア資産管理システム／サービス

自動アップデート機能

エージェントベース

エージェントレス

－

要

不要

可

可

否

リアルタイム性

高

高

中

ネットワークリソースの

少

少

大

当該ソフトのみ

幅広い

幅広い

ホストへのエージェント
のインストールの必要性
モバイルホストの
サポート可否

使用量
サポート可能な
ソフトウェア
利点・欠点

個々のソフトウェア、PC

ホスト毎にエージェント

ホストへのエージェント

単位でしか管理できない。

のインストールが必要で

のインストールの必要が

インストールまで自動化

手間とコストが掛かる。管

なく拡張性が高い。管理ネ

しておけば、高い効果が期

理ネットワーク上にない

ットワーク上にないホス

待できる。

ホストの管理も可能。

ト（モバイル機器を服務）

モバイル機器も管理可。

は管理できない。

こうした脆弱性対策の自動化を効率的に進めるためには、発見された脆弱性や、その脆弱性の影
響を受けるソフトウェアを一意に特定できる仕組み等を整備・標準化し、製品やベンダに関係なく、
ツールやサービスを提供できるようになることが望ましい。脆弱性の深刻度の数値化を試みる共通
脆弱性深刻度評価システム（CVSS）もそうした取組みの 1 つであり、ベンダや脆弱性情報を公開
する組織が、評価者に依存せず共通の認識に基づき脆弱性の技術的な特性を評価できる基準として、
グローバルなセキュリティコミュニティで広く利用されている。4 章では、そうした自動化への取
組みの動向について見てみる。
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3.

対策の自動化の動向

攻撃による被害を最小限にするためには、迅速かつ抜け漏れがない対策実施が重要なポイントに
なる。迅速かつ抜け漏れのない対策を人的な資源で行うことは膨大なリソースが必要になるため現
実的な解決策としては望ましくない。迅速かつ抜け漏れのない脆弱性対策を実施するためには、機
械可や自動化といった手段を実現することが必要となっている。

3.1. 米国政府の自動化への取組み
図 3-1-1 に米国政府におけるセキュリティ対策の自動化の概念を記載する。米国政府の取組みと
しては、2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ事件を受けて、2002 年に米連邦政府の情報システムに
おける情報セキュリティを強化することを目的に、FISMA（Federal Information Security
Management Act：連邦政府セキュリティ管理法）が制定された。
この法律では、各連邦政府機関とその外部委託先に対して情報および情報システムのセキュリテ
ィを強化するためのプログラムを開発、文書化、実践することを義務付けている。また同法では、
国立標準技術研究所（NIST:National Institute of Standards and Technology）に情報セキュリ
ティを強化するための規格やガイドラインの作成を義務付けている。

ポリシー・・・

FISMA
スタンダード・・・

FDCC/USGCB などの共通セキュリティ設定
共通技術仕様・・・

SCAP、Making

Security Measurable

ツール・・・
NVD、SCAP準拠ツール
(米国には民間で開発されたSCAPツール有)

図 3-1-1：米国政府におけるセキュリティ対策の自動化の概念

■

FDCC、USGCB によるセキュリティ設定の基準を満たす取組み

FISMA 施行後、米国政府におけるセキュリティの設定基準を満たすための取組みが実施されて
いる。FDCC（Federal Desktop Core Configutration：連邦政府共通デスクトップ基準）は、米
国の行政予算管理局（OMB：Office of Management and Budget）が推進している、連邦政府の
デスクトップ基準である。Windows ソフトウェアを連邦政府が定めた「共通セキュリティ設定」
に準拠させることにより、ベースラインのセキュリティを確保しつつ、ヘルプデスク およびパッ
チ検証にかかる費用を大幅に削減することを目的としている。
また、USGCB（United States Government Configuration Baseline：米国政府共通設定基準）
は、FDCC を更に発展させた取組みであり、Windows７や Internet Exploere8 などのセキュリテ
ィ設定を中心に整備を行っている。
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■

共通技術仕様 SCAP とツール群

情報システムのセキュリティを強化することを義務付けた法律 FISMA が 2002 年に施行された
結果、政府省庁では、セキュリティコンプライアンスへの技術的対応に膨大な時間と労力などの
リソースを費やし、複雑化したコンプライアンスへの管理に対する負荷は増大した。また、設定
作業を手作業で行うと、設定ミスや設定者のセキュリティ知識の程度、判断の相違などからセキ
ュリティが損なわれる可能性がある事などから、作業を自動化する事が効率牲・有効性の観点か
ら求められるようになった。これらの要因から NIST において、情報セキュリティ対策の自動化
と標準化を目指した SCAP（Security Content Automation Protocol：セキュリティ設定共通化手
順）の開発が行われた。
SCAP の仕様を使ったツール群としては、NIST（米国国立標準技術研究所）が運営をしている
NVD（National Vulnerability Database）や CVE 互換（CVE-Compatible）という制度により
認定された SCAP 準拠の民間ツールなどが多数存在している。CVE 互換として認定された製品や
サービスは、2013 年 9 月時点で 140 個、組織数は 76、となっている。
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3.2. SCAP
NIST（National Institute of Standards and Technology：米国国立標準技術研究所）では、
米国政府を対象とした情報セキュリティの技術面での自動化と標準化を規定した仕様群である
SCAP（Security Content Automation Protocol：セキュリティ設定共通化手順）の展開を推進し
ている。現在 SCAP は次に示す 6 つの標準仕様から構成されている。
①

脆弱性を識別するための CVE
CVE(Common Vulnerabilities and Exposures：共通脆弱性識別子)は、個別製品中の脆弱性を

対象として、米国政府の支援を受けた非営利団体の MITRE 社が採番している識別子である。
個別製品中の脆弱性に一意の識別番号「CVE 識別番号(CVE-ID)」を付与することにより、組
織 A の発行する脆弱性対策情報と、組織 X の発行する脆弱性対策情報とが同じ脆弱性に関する
対策情報であることを判断したり、対策情報同士の相互参照や関連付けに利用したりできる。
参考：共通脆弱性識別子 CVE 概説
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVE.html
②

脆弱性の深刻度を評価するための CVSS
CVSS(Common Vulnerability Scoring System：共通脆弱性評価システム)は、情報システムの

脆弱性に対するオープンで汎用的な評価手法であり、ベンダーに依存しない共通の評価方法を提
供している。CVSS を用いると、脆弱性の深刻度を同一の基準の下で定量的に比較できるように
なる。また、ベンダー、セキュリティ専門家、管理者、ユーザ等の間で、脆弱性に関して共通の
言葉で議論できるようになる。
参考：共通脆弱性評価システム CVSS 概説
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSS.html
③

製品を識別するための CPE
CPE(Common Platform Enumeration：共通プラットフォーム一覧)は、情報システムを構成す

る、ハードウェア、ソフトウェアなどを識別するための共通の名称基準を目指している。
CPE を用いると、ベンダ、セキュリティ専門家、管理者、ユーザ等の間で、脆弱性の存在する
対象となるプラットフォームを共通の言葉で議論できるようになる。また、情報システムの資産
管理への適用など、情報システムの全般の管理にも役立てることができる。
参考：共通プラットフォーム一覧 CPE 概説
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/CPE.html
④

チェックリストを記述するための XCCDF
XCCDF（eXtensible Configuration Checklist Description Format：セキュリティ設定チェッ

クリスト記述形式）は、セキュリティチェックリストやベンチマークなどを記述するための仕様
言語である。XCCDF を用いると、コンピュータの設定上のセキュリティ問題やプログラム自身
に内在する脆弱性を確認するための管理工数の低減ができるようになる。また、XCCDF では、
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汎用的なチェックリストの作成も可能であり、情報システムの資産管理への適用など、情報シス
テムの全般の管理にも役立てることができる。
参考：セキュリティ設定チェックリスト記述形式 XCCDF 概説
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/XCCDF.html
⑤

コンピュータのセキュリティ設定状態を検査するための OVAL
OVAL(Open Vulnerability and Assessment Language：セキュリティ検査言語)は、コンピュ

ータのセキュリティ設定状況を検査するための仕様である。
OVAL を用いると、脆弱性対策のための確認作業の自動化により管理工数の低減ができるよう
になる。また、文書という脆弱性対策情報と手作業による確認作業で発生しうる漏れを防ぐこと
ができ、情報システムの資産管理への適用など、情報システムの全般の管理にも役立てることが
できる。
参考：セキュリティ検査言語 OVAL 概説
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/OVAL.html
⑥

セキュリティ設定項目を識別するための CCE
CCE（Common Configuration Enumeration：共通セキュリティ設定一覧）は、『設定上のセ

キュリティ問題』を解決するために、コンピュータのセキュリティ設定項目に一意の番号（設定
項目識別子）を付与する仕様である。CCE は、セキュリティ設定項目に、問題のない設定が施
されているかどうかをチェックするためのチェックリストとして使用することができる。また、
ベンダ、セキュリティ専門家、管理者、ユーザ等の間で、アプリケーション・プラットフォーム
毎のセキュリティ設定項目について共通の言葉で議論できるようになる。
参考：共通脆弱性識別子 CCE 概説
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/CCE.html
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3.3. IPA における SCAP の活用事例
文書などを読んで手作業でセキュリティ設定を実施すると、設定者のセキュリティ知識の程度、
判断の相違などからセキュリティが損なわれる可能性がある、といった問題を解決するために、IPA
でもオープンな技術仕様である SCAP の活用を行いサービスとして一般に公開を行っている。

■

脆弱性対策情報データベース JVN iPedia

図 3-3-1 は、脆弱性対策情報データベース JVN iPedia における SCAP の活用イメージである。
MyJVN 脆弱性対策情報収集ツールのフィルタリングの機能を利用することにより、必要な脆弱性
対策情報のみを簡易な操作で収集することが可能となっている。
脆弱性対策情報データベース JVN iPedia では、脆弱性対策情報のデータ毎に共通脆弱性識別子
CVE を紐づけることで、脆弱性を一意に識別することを可能としている。また脆弱性対策情報毎
に共通脆弱性評価システム CVSS による評価値を記載することで、脆弱性の技術的な特性を評価可
能としており、脆弱性自身がどの程度危険なのかが判断できるようになっている。脆弱性の対象と
なるソフトウェアの記載については、共通プラットフォーム一覧 CPE を使用することにより、ベ
ンダやセキュリティ専門家、管理者などの間で、脆弱性の存在する対象となるプラットフォームを
共通の言葉で議論できるようにしている。

脆弱性対策情報データベース
JVN iPedia

脆弱性対策情報

MyJVN
脆弱性対策情報
収集ツール

システム管理者

製品開発者

MyJVN API
図 3-3-1：脆弱性対策情報データベース JVN iPedia における SCAP の活用イメージ

■

MyJVN バージョンチェッカ

図 3-3-2 は、MyJVN バージョンチェッカにおける SCAP の活用イメージである。MyJVN バー
ジョンチェッカでは、セキュリティ設定のチェックリストを記述した XCCDF を元に、コンピュー
タのセキュリティ設定状態を検査するための OVAL や CCE で指定されているセキュリティ設定内
容を確認している。
このツールを利用することにより、利用者はデスクトップ PC の主要なソフトウェアが最新版に
更新されているか、ということが容易に確認できる。利用者は最新バージョンのソフトウェア利用
を実施することにより、既知の脆弱性に対する攻撃から被害を防止することが可能になる。
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ツール起動時に読込み

XCCDF定義データ

OVAL定義データ（CCE含む）

チェックリスト
No

チェック項目

1

ソフトウェアAのバージョンチェック

2

ソフトウェアＢのバージョンチェック

…

… …… …… ……… …

…

… …… …… ……… …

ソフトウェアAの
バージョンチェックを行う
OVALファイル

ソフトウェアＢの
バージョンチェックを行う
OVALファイル

図 3-3-2：MyJVN バージョンチェッカにおける SCAP の活用イメージ
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付録：IPA の脆弱性対策
IPA では、脆弱性対策を普及啓発するために、様々な取組みを行っている。

■

活用ガイド



活用ガイド
http://jvndb.jvn.jp/nav/guide_sysadm.html
本書で解説した脆弱性対策の考え方と IPA が
提供するツールやサービスを使った対策モデ
ルを、活用ガイドとしてウェブページ上で公
開している。

■

ツール一覧

＜脆弱性対策情報の収集＞


セキュリティ対策情報発信サービス for Twitter
セキュリティ対策情報を迅速に入手できるように、下記 3 項目についての更新情報を Twitter
で配信するサービスである。


＠ICATalerts

http://twitter.com/ICATalerts
IPA で公開している「重要なセキュリティ情報」の新着
情報を確認できる。


＠JVNiPedia

http://twitter.com/JVNiPedia
脆弱性対策情報データベース JVN iPedia に新規登録さ
れた情報を確認できる。


＠MyJVN

http://twitter.com/MyJVN
MyJVN バージョンチェッカでチェック可能なソフト
ウェアのバージョン更新状況を確認できる。
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サイバーセキュリティ注意喚起サービス icat
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/icat.html
ウェブサイトに設置することで、IPA が公開した最新の
「重要なセキュリティ情報」の一覧を自動的に取得・表
示することができるツールである。企業のポータルサイト
や団体の会員向けウェブサイトに設置し、顧客や会員に
向けてセキュリティ対策を周知することができる。



MyJVN 脆弱性対策情報収集ツール
http://jvndb.jvn.jp/apis/myjvn/mjcheck.html
脆弱性対策情報データベース JVN iPedia に登録された
多数の情報の中から、利用しているシステムに関係する
情報のみを効率的に収集するために、フィルタリング条
件設定機能、自動再検索機能、脆弱性対策チェックリス
ト機能などを有したツールである。

＜脆弱性の評価＞


CVSS 計算ソフトウェア
http://jvndb.jvn.jp/cvss/index.html
共通脆弱性評価システム CVSS が規定している、「基本
値」、「現状値」、「環境値」を算出するためのツールであ
る。結果をわかりやすく示すために、算出した最終的な
値を「全体的評価値」として提示する。
CVSS 概説もあわせてご参照いただきたい。
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSS.html

＜ソフトウェアのバージョン確認＞


MyJVN バージョンチェッカ
http://jvndb.jvn.jp/apis/myjvn/
簡単な操作で PC にインストールされているソフトウェ
ア製品が最新のバージョンであるかを確認することがで
きるツールである。
最新のバージョンでない場合は、ソフトウェア製品ベン
ダのバージョンアップページへ容易にアクセスが可能で
ある。
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おわりに
本書では、脆弱性を悪用する攻撃による被害を回避するための効果的な対策の進め方として、攻
撃状況（実際に攻撃を受ける可能性）と、組織にとっての影響を踏まえたリスク分析に基づいて対
策を行うにあたっての考慮事項を説明した。
脆弱性は日々発見され、攻撃者が悪用できる既知の脆弱性は増え続ける。脆弱性を悪用する攻撃
は今後も増加することが見込まれるとともに、脆弱性の発見から広く攻撃に使われるようになるま
でに掛かる時間も更に短縮されていくことが予想される。
対策に掛けられる時間も減少していく中、組織が脆弱性対策の重要性と有効性を認識し、時機を
逸さず地道に対策を行っていくことが重要となる。そうした組織の努力を支援するべく、自動化の
取組みも国内外で進められている。組織は、利用可能な技術やサービスを有効に活用しつつ、（仮
に）攻撃には遭っても被害を回避できる、実利ある対策を実現して欲しい。
また、ソフトウェアを開発する場合、既知の脆弱性を残さないこと、および脆弱性を作りこまな
いことも、非常に重要である。開発工程における脆弱性検査に関しては、2013 年 8 月に公開した
テクニカルウォッチ6を参照頂きたい。
本書が、組織が効果的な脆弱性対策を検討するうえでの一助になることを期待している。

6

「脆弱性検査と脆弱性対策に関するレポート」http://www.ipa.go.jp/about/technicalwatch/20130808.html
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