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脆弱性？
脅威？
どこから考えればいいのでしょうか？

Day5

守るべきは資産ということがわかった。とはいうものの、どのように守っていけば
いいのだろう？予算が潤沢にあるわけではないし、全ての業務を資産管理に費やせる
わけではない。資産も数多くあり、全てを同じように守ることも難しそうだ。特に最
近では、クラウドの利用など新しいサービスの導入が行われている。本来ならばリス
クをしっかり把握し対応策を検討してから導入すべきなのだが・・・
常日頃から守る方法や優先順位を考えておかないといけない。これをリスクマネジ
メントというらしい。ビジネスの変化が激しいからこそ、脅威や脆弱性を自分たちで
把握し、検討できるようになることでスピーディーな対応が取れるようになるのでは
ないだろうか？新しいサービスを導入していくような投資をする際には、適切にリス
クマネジメントを行いリスクを管理していこう。
現状では、一番守らなければいけない資産は守れて
いるのか？実はリスクの対応ができていない資産が存
在するのではないだろうか？資産を保有する部門に協
力をしてもらいつつ、セキュリティ担当として、先入
観にとらわれず客観的な評価をしてリスク管理をして
いこう。

3

自社を脅かす脅威

セキュリティにおいて、情報資産を脅かすものを脅威と言います。今回は、それ
ぞれの脅威について詳しく見ていきましょう。

偶発的

Day5

人が脅威となることもあります。メールの誤送信や添付ファイル
間違い、書類や記憶媒体の廃棄の方法を誤ったり、携帯電話やス
マートフォンを紛失したり、といった過失が多く発生しています。
操作ミスや設定ミス、紛失などといった、「つい、うっかり」の過
失（ヒューマンエラー）が偶発的な脅威です。企業や組織における
情報漏えいの原因のほとんどが、このような人の「つい、うっか
り」やITリテラシーの不足によるものが多いと言われています。

計画的
組織などの内部犯行や外部からの攻撃なども脅威といえます。対
象組織を狙い、組織に合わせた攻撃をしてくる場合もあります。ウ
イルス感染や改ざん・盗聴など、主に技術を用いた脅威でもあるた
め、技術的脅威と呼ぶ場合もあります。

自然災害
自然災害は、頻繁に起こる問題ではありません。しかしながら最近の
日本では、大雨や台風・地震などの自然災害が、頻繁に起こっています。
ひとたび発生すれば企業や組織に甚大な被害や影響を与えます。

障害・故障
システムには物理的な機器が存在します。そのため機器の故障やケー
ブルの故障といった脅威が存在します。重要なシステムが故障し障害が
発生した場合には、業務を継続することが難しくなる場合もあります。
あらかじめ事故や障害・災害が発生した場合の対策を講じておく必要が
あります。
障害などを考慮した対策をすることもセキュリティの一環です。
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脅威分析～STRIDE～

Day3で紹介した通り、セキュリティにおいて、情報資産を脅かすものを脅威と
言います。脅威といっても世の中には様々なものがあります。体系立てて考えるこ
とで、自社の脅威を把握しやすくなります。
リスクを把握するためには、脅威の把握が重要になります。攻撃側の視点に立ち、攻撃手法
などから脅威を考察していきます。と言っても、ゼロベースで攻撃手法を考えていくことは、
企業のセキュリティ担当者としては負担がかかる作業です。 STRIDEのように構造化されたモデ
ルを使うことで、より素早く考察ができるようになります。

STRIDEの概要
脅威例
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要素名

第三者が正規のユーザーになりすます
Spoofing
（なりすまし）

他人のID・Passwordでログイン

データを改ざんする
Tampering
（改ざん）

データの内容を改ざんする

ＡＡＡ
ＢＢＢ

ログを消去することで証拠隠滅を図る
Repudiation
（否認）

行動ログを削除し証拠隠滅

情報資産が流出する
Information Disclosure
（情報漏えい）

情報を外部に持ち出す

システムに多大な負荷をかける
Denial of Service
（サービス妨害）

負荷をかける

アクセス不可

管理者権限を取得する
Elevation of Privilege
（権限昇格）

ユーザー権限から
管理者権限へ
出典：経済産業省
「機器のサイバーセキュリティ確保のためのセキュリティ検証の手引き」をもとに作成
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210419003/20210419003-1.pdf
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脅威分析 ～ATTACKツリー～

発見された脅威を引き起こす攻撃手法を列挙する手法として Attack Tree があり
ます。Attack Tree はツリー構造で表現され、分析対象の脅威についての攻撃手段を
可視化できます。STRIDE によって抽出される脅威は一般に抽象度が高いですが、
Attack Tree を作成することで、脅威を実現させうる具体的な攻撃手法を洗い出すこ
とができます。
目的
ATTACK TREE のイメージ図

手段

Day5

目的

手段

Attack Tree の作成手順
【手順１】自社にとって起こってほしくない事象を決め、起点とします。
【手順２】起点に定めた事象を実現させうる攻撃手段を一段下に記載します。
※攻撃手段を考える際には、STRIDEの観点で考えてみましょう。
【手順３】このような作業を繰り返し行い、脅威を実現させる手段を洗い出します。
※Attack Tree の上下のつながりの関係は、目的と手段の関係になってい
ます。

Attack Tree の作成には相応の時間を要するため、すべての脅威に対して Attack Tree を作
成することは現実的ではありません。そのため、対象の脅威を絞り込む必要があります。
ここでは、脅威を絞り込む上での指針の例を 3 点示します。
①インタフェースに着目する方法
通信インタフェースにおける脅威はネットワークからの攻撃が可能な場合があり、物理
的なアクセス等を必要とする脅威に比べて攻撃元が広範です。
② データの入出力に着目する方法
機器に対する脅威としては、出力されるデータよりも入力されるデータのほうが重大な
脅威になりやすいことが多いため、入力されるデータに対する分析の優先度を上げること
を検討します。
③脅威が実現した場合の影響に着目する方法
例えば、機密性の観点で、機器の任意の情報が漏えいしうる脅威が存在した場合、一部
の情報が漏えいするような脅威と比べると優先度が高いです。
出典：経済産業省
機器のサイバーセキュリティ確保のためのセキュリティ検証の手引き(別冊 1 脅威分析及びセキュリティ検証の詳細解説書)
https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg3/2_bessatsu1_20210419.pdf
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クラウド導入を想定した脅威分析

クラウドサービスは、利用者側が最低限のインターネット接続環境を用意すれば、
インターネットを通じてアプリケーションやストレージなどのさまざまなサービス
の提供が受けられます。企業や組織ではクラウドサービスの利用が進んでいます。
ただし、クラウド導入時には想定される脅威を意識し、クラウド事業者が対応する
セキュリティ対策、社内で対応しないといけないセキュリティ対策を意識し、脅威
に対応できるのかを検討する必要があります。

脅威の例
盗聴
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クラウドサービスを利用する際は以下のような脅威が想定されます。長期的な活用にあたって
はクラウドサービス提供事業者の事業運営などを検討しないといけない場合もあります。

脅威に対する対策の例
通信の暗号化が行われている

インターネット回線を利用してデータのやり取
りを行うため、通信の盗聴等の可能性がある

なりすまし
ID管理の不備、認証の不備などで第三者が正
規のユーザーとしてログインできる

２要素認証機能やアクセス制限、環境分離が
行われている

情報漏えい
データの管理方法や運用方法のセキュリティ
対策が不十分となっている

保存時や持ち出し時は暗号化している

クラウドサービス提供事業者自体がセキュリティをおろそかにしていると、安心してサービス
を利用できません。企業運営の中でセキュリティ対策をどのようにしているかを確認することも
重要になります。
◆ JIPDEC や JQA 等で認定している情報管理に関する公的認証 （ISMS、プライバシーマーク
等） が取得されているか？
◆ 侵入、操作、データ取得等への対策について、第三者の客観的な評価を得ているか？
◆ データにアクセスできる利用者が限定されているか？
◆ 提供者側でのデータ取扱環境が適切に確保されているか？
◆ システムとやりとりされる通信の暗号化強度は適切か？
テキスト2日目より再掲

個人情報や社内セキュリティの規定の確認、システムへのアクセス権限、第三者評価の有無な
どを把握するため、クラウドサービス提供事業者へ質問票などを使い状況をヒアリングする場合
もあります。
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自社の脆弱性

セキュリティにおいて、弱点のことを脆弱性と言います。今回は、脆弱性につい
て詳しく見ていきましょう。
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どれだけシステムを強化しても人が介在する場合、
人が脆弱性となる可能性があります。ルールの認識
不足により発生する行動や物忘れなども人の脆弱性
といえます。

パソコン
紛失など

・OS
・ミドルウェア
・アプリケーション
⇒アップデートされていない

システムを構成する機器を正しく管理しないと、脆
弱な部分を残したまま稼働する状態となります。シス
テムをより安定した状態で稼働させるためには、OSや
アプリケーションのバージョン、アクセス権限や閲覧
権限などの設定を正しくする必要があります。
また、OSやアプリケーションにはバグが存在する場
合もあり現在は正常でも今後脆弱性が発生する可能性
があります。

攻撃

通信環境においても正しく設定や管理を行う必要が
あります。アクセスリストの不備などにより本来通信
できない人が通信できてしまうなどの脆弱性につなが
ります。
設定不備はもちろんのこと、経路の障害で通信がで
きなくなると可用性の喪失といったことにもなり脆弱
な部分とも言えます。

冗長化
の欠如
アクセス制限の不備

総務部

人事部

事業運営におけるプロセスにおいて脆弱性が出るこ
ともあります。例えば、承認フローの不備などが事故
につながってしまう場合があります。また、監督等が
おろそかになることで、セキュリティ事故が起きてし
まうこともあります。運用面で脆弱性が無いかを検討
し、運用ルールを見直すことも重要です。

ID
Password

異動後もIDと
パスワードを削除
していない

人事部のファイルサー
バにアクセス可能

対応についての
監督の不備
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ID
Password

システムの脆弱性をチェック

システムを構成する機器類は適切な管理をしないと、脆弱性が発生します。代表
的な脆弱性を記載しますので、自社のシステムで脆弱性の有無や影響の可能性につ
いて確認をしてみましょう。

機器に内在しうる代表的な脆弱性の確認
項目

代表的な脆弱性

概要・脆弱性が悪用された場合の影響

チェック

特定の権限を必要とする機能やファイルに、許可されていない利用者が
アクセス可能となる。
最小権限の原則が守られておらず、許可されていない権限が付与されて
最小権限の原則の違反 いる。
本来アクセスできない機能やファイルに、許可されていない利用者がア
適切でない認可
クセス可能となる。

アクセス
制御の
不備

デフォルトアクセス
設定の不備
入力
検証の
不備

通信暗号化
機能の欠如

認証情報
管理の
不備

機能やファイルのデフォルトアクセス設定が適切に設定されておらず、
許可されていない利用者がアクセス可能となる。

クロスサイト
スクリプティング

機器に付随する Webコンソールにおいて、不正なスクリプトが実行可
能となる。

OSコマンド
インジェクション

機器に付随する Webコンソールにおいて、不正なOS コマンドが実行可
能となる。

十分でない
資格情報の保護

通信上の認証資格情報が第三者によって盗聴される可能性がある。

脆弱な暗号化方式

重要情報が平文で通信されており、第三者によって盗聴される可能性が
ある。
使用が推奨されない暗号化方式を使用しているため、暗号を解読される
可能性がある。

十分でない
データ真正性の確保

通信データに関して十分な検証がなされず、中間者攻撃によってなりす
ましや不正コードの挿入を受ける可能性がある。

平文での認証情報
の格納

認証情報が平文で格納されており、第三者が不正アクセス等によって窃
取できる。

ハードコーディング
された認証情報

認証情報がプログラムに埋め込まれており、利用者によって変更するこ
とが難しく、悪用される可能性がある。

重要情報の非暗号化

脆弱な認証情報
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適切でない権限管理

第三者が容易に推測できる ID・パスワードが使用されており、不正ア
クセスを受ける可能性がある。

ブルートフォース攻撃 ID・パスワードの総当たり攻撃によって、認証が回避可能。
正規の認証機能を迂回することができ、認証情報を有さない第三者から
の不正アクセスを受ける可能性がある。
認証設定の
許容以上のデータを挿入することで、メモリ上のバッファ領域を超えて
バッファオーバーフロー データの書き換えが可能となる。
不備

認証機構の迂回

フォーマット
文字列攻撃

書式文字列関数（※1）の機能を悪用し、不正コー ドが実行可能となる。
※1：C 言語の場合、printf()関数や syslog()関数等のライブラリ関数を
指す
出典：経済産業省
機器のサイバーセキュリティ確保のための セキュリティ検証の手引き
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210419003/20210419003-1.pdf
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システムの脆弱性に対処する

システムを構成する機器類は適切な管理をすることで脆弱性をいち早く発見・認
識し対応することが求められます。

システムの脆弱性に対処するために、以下のような情報を整理することが重要になります。

概要

ネットワーク構成図

物理構成図や論理構成図により管理を行います。クラウ
ド利用などがある場合には、社内だけでなく、外部の情
報が盛り込まれる場合もあります。

Day5

ドキュメント

システムを構成する機器について管理を行います。機器
管理表には以下のような情報を整理します
機器管理表

OSバージョン

ミドルウェアバージョン

管理責任者

シリアル情報

IPアドレス

保守期間

サーバやパソコンで利用しているアプリケーションの管
理を行います。
アプリケーション管理表

アプリケーション
バージョン

主な利用方法

管理責任者

契約期間

バージョン情報を管理することで、そのバージョンに存在する脆弱性をより早く把握するこ
とにつながります。
利用されているOS・アプリ
ケーションのバージョン

バージョンに紐づく脆弱性
の情報

応急処置や回避手順に従い
脆弱性へ対処

近年、クラウドサービスは企業だけでなく、個人でも活用されています。特にクラウドス
トレージのようにファイルをアップロードできるようなサービスは無償で利用できるものも
多いです。これら個人のサービスを管理部門の許可・承認なしに利用することを『シャドー
IT』と呼ばれています。現在これらのシャドーITが問題になる場合が多くなっています。
シャドーITは、個人用アカウントのクラウドサービスに、社内の機密情報を含むファイル
をアップロードしてしまう等、情報漏えいのリスクを高めることになります。
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機器管理表の作成

機器管理表はホストコンピュータやサーバー及びPC等のハードウェア資産を一覧
形式で記述したものです。機器情報を管理することで、脆弱性についていち早く把
握することにつながります。

管理名称

記載事項の例

機器名称

ホスト名、呼称 など

資産管理番号

A-2021001 など

OSバージョン

Windows 11 など

管理責任者

A部署 ○○ など

IPアドレス

192.168.1.1 、 DHCP取得 など

ミドルウェアバージョン

Apache Tomcat 10.15.7 など

シリアル情報

ABCDEFG123 など

保守期間

2021年1月 〜 2022年12月

Day5

機器管理表の作成のため、以下のような項目をもとに一覧で管理します。ネットワーク構成
図などとも連動するように管理することで、「不要な機器が社内ネットワークに接続されてい
ないか」などという確認を行うことができます。

機器管理表を作成して終了ではありません。各種アップデートを行った場合には、適切に運
用を行う必要があります。作業後には差分箇所を更新することを忘れず、定期的に更新が適切
にされているかの確認を行います。確認は実際に機器を確認する場合もあれば、例えば作業計
画書や報告書と照らし合わせて確認をするという方法もあります。

更新が適切に行われているか確認を実施
適切に管理を実施

適切に更新を実施
バージョンアップ作業を実施
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アプリケーション管理表の作成

パソコンやサーバでは多くのアプリケーションやソフトウェアが動作しています。
これらにも脆弱性が発生する可能性はあり、管理しておくことが重要となります。

Day5

アプリケーション管理表の作成のため、以下のような項目をもとに一覧管理します。また、
ソフトウェアも併せて管理を行います。
管理名称

記載事項の例

アプリケーション・ソフトウェア名称

Zoom、DropBox など

バージョン情報

10.15.7

管理責任者

A部署 ○○ など

利用用途

オンライン会議で利用

利用機器・利用者

ホスト名、ユーザー名

アプリケーションやソフトウェアは物理的なものではないため目に見えません。そのため、
パソコンやサーバといった機器を操作しながら把握する必要性があります。まずは、自分たち
が利用しているアプリケーションやソフトウェアにはどのようなものがあるかを考えましょう。
また、一つのパソコンで複数のアプリケーションやソフトウェアが動いていることが一般的
です。一つ一つ整理をしながら管理をしていきましょう。
Webブラウザ：Google（バージョンXXXXXXXX）
コミュニケーション：Zoom（バージョンXXXXX）
メール：Outlook（バージョンXXXXXXXX）
ドキュメント：Office（バージョンXXXXXXXX）
PDF：Acrobat Reader（バージョンXXXXXXXX）

アプリケーションやソフトウェアの利用には使用許諾（ライセンス）が必要となります。
適切な管理がなされないと、ライセンスが足りないといった事業運営に影響が出る可能性
もあります。また、購入したソフトウェアが「使用許諾契約書通りに使われているか」を
管理する事も重要となり、万が一ライセンス利用違反ということになれば犯罪にあたりま
す。
また、違法ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの不正コピーなども犯罪です。
購入されているライセンスが適切に利用されているかを確認するだけでなく、アプリケー
ション管理表などと合わせて管理をします。違法なライセンスにより、アプリケーション
が利用されていないかなどを確認することも求められます。
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人の脆弱性に対処する

システムやネットワークの運用をどんなに管理し、脆弱性に対応したとしても、
最終的に操作をする人が脆弱性に対処する必要があります。

ソーシャルエンジニアリングとは、技術的な要素を用いることなく、ユーザーIDやパス
ワードなどの重要な情報を入手する方法です。
他にも、以下のような事例があります。

肩越しに情報を
盗み見る

・従業員が機密情報を書いたメモ用紙
をゴミ箱に捨ててしまい、悪意のある
第三者がごみ箱の中からメモ用紙を探
し出した結果、情報が漏えいした。
・悪意のある第三者が電話で役職者や
ヘルプデスクの担当者を名乗り、電話
の受信者がそれを信用してしまったた
め、情報を聞き出されてしまった。

Day5

後ろから見る人は
いないだろうとい
う心理的な油断

これらに対処するためには、攻撃手法を理解して、社内のルールを把握することが重要です。
必要に応じて教育を行う、行動できているかのチェックを行うことが有効です。

事例として多い事象にメールに関するものが多く見受けられます。ビジネスツールとしてメー
ルは多くのシーンで利用されています。そのため、攻撃者が送ってきた不審な添付ファイルを利
用者が開いてしまい、ウイルスに感染してしまうというものです。
誤送信防止のため、メールアドレス内の文字に注意
m → rn、w → vv 、I(アイ) と l(エル) など
添付ファイルに注意
• 見知らぬ相手からの添付ファイル
• 拡張子とアイコンに相違がある
• 開いたらマクロの有効を求められる

メールに関係する攻撃はEmotetに代表されるように、多くの事例が確認され、さらに一度
収束したような攻撃が時を置いてまた活発化する事例も見られます。攻撃手法を理解して受信
者が気を付けることが重要です。

人の脆弱性は体調によっても変化をします。日頃セキュリティ意識が高い人でも、仕事が忙
しく疲労がたまっている時には、判断を誤る可能性があります。また熱などの風邪のときには
注意力が散漫になりがちです。
車の運転と同じように、注意力が散漫になっているなと感じたら休憩を取りながら業務をす
ることも重要です。自分の体調を意識し、危険な可能性があるということを理解し場合によっ
ては休むことで減らせるセキュリティ事故もあります。
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脆弱性を調査する

効果的な脆弱性対策を実施するには、多数の情報から自組織に関連する脆弱性情
報の収集を行い、組織への影響度も考慮したうえで早期に対応を判断することが重
要となります。

Day5

情報収集から分析までのSTEP
Step1
情報の絞込み

Step2
脆弱性の危険度
を確認

Step3
自組織への影
響を分析

自組織に関連する情
報を抽出

脆弱性の特性や攻撃
状況を確認

自組織のリスクを考慮した
対策を実施

情報の絞込み
多数の脆弱性関連情報から自組織に関係があるソフトウェアやアプリケーションの情
報を収集します。情報の収集、絞り込みにはIPAなどが提供するサービスやツールなど
を使用するといった方法があります。日々多くの脆弱性が発見されており、自社に関係
あるものを絞り込んでいくためには、自社で使っているソフトウェアやアプリケーショ
ンの管理表と合わせて対応していくことが重要です。

脆弱性の危険度(深刻度)を確認
脆弱性関連情報データベースにて公開している脆弱性関連情報において危険性を確認
します。どのようなシーンで攻撃が可能なのか、攻撃の難易度はどの程度なのかを確認
します。

自組織への影響を分析
最終的には公開された脆弱性は自社にとって影響が出るか確認を行います。分析では
以下を中心に見ていきます。
攻撃の可能性有無の確認

攻撃が自社の環境において実現可能かを確認します。

利用されている機器などの数

社内でどの程度ツールを利用しているか確認します。

利用している機器の重要度

機器の重要度がどの程度か確認します。
※機器に保存されている資産などについても考慮します。

出典：情報処理推進機構（IPA）
「脆弱性対策の効果的な進め方（実践編）第 2 版〜脆弱性情報の早期把握、収集、活用のスヽメ〜 」をもとに作成
https://www.ipa.go.jp/files/000071660.pdf
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脆弱性を調査する

脆弱性の情報は日々更新されています。また、自社には関係ない情報もあります。
いかに早期に情報を把握・収集するかが大切です。情報処理推進機構（IPA）では
脆弱性対策情報の早期把握、収集、活用のそれぞれのフェーズに役立つ支援ツール
やサービスを公開しています。

IPA が提供する脆弱性対策支援サービス・ツールの抜粋

早
期
把
握

目的

脆弱性情報の収集
（緊急度・危険度高）
脆弱性情報の受信
（組織内への案内等）
脆弱性情報の受信
（組織内への案内等）
脆弱性情報の収集
（すべての脆弱性）

サービス・
ツール名

IPA 重要な
セキュリティ情報
注意警戒情報
サービス
サイバーセキュリティ注
意喚起サービスicat
脆弱性対策情報
データベース
JVN iPedia

関連リンク等
https://www.ipa.go.jp/security/announce/about.html
（概要）
https://www.ipa.go.jp/security/announce/alert.html
（一覧）
https://twitter.com/ICATalerts/
（twitter @ICATalerts）
https://jvndb.jvn.jp/alert/
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/icat.html
http://jvndb.jvn.jp/
https://twitter.com/jvnipedia/
（twitter @JVNiPedia）

脆弱性情報の収集
（自組織すべて）
MyJVN 脆弱性対策
http://jvndb.jvn.jp/apis/myjvn/mjcheck3.html
収
（Adobe Air 版）
（システム毎）
情報収集ツール
集
（開発製品毎）
脆弱性情報の収集
サーバ用オープンソース
（日本で広く利用されて ソフトウェアに関する製 https://www.ipa.go.jp/security/announce/sw_security
いるサーバ用オープン
品情報およびセキュリ _info.html
ソースソフトウェア）
ティ情報
自組織への脆弱性の
CVSS 計算ソフトウェア https://jvndb.jvn.jp/cvss/ja/v31.html
影響度を確認
活
用 PCの主要ソフトウェアが
MyJVN
http://jvndb.jvn.jp/apis/myjvn/vccheckdotnet.html
最新かを確認
バージョンチェッカ （.Net Framework 版）
出典：情報処理推進機構（IPA）
脆弱性対策の効果的な進め方（実践編）第 2 版〜脆弱性情報の早期把握、収集、活用のスヽメ〜
https://www.ipa.go.jp/files/000071660.pdf

自社に対する脆弱性の情報把握には、システムに関する知識など技術的な要素が求められま
す。しかしながら、セキュリティ担当者が必ずしも技術に詳しいというわけではありません。
技術に詳しい社員に協力をしてもらったり、システムや機器の保守を依頼している企業との連
携も重要になります。
保守担当者が脆弱性の情報にいち早く気づき顧客へ対応の打診をしたところ、業務が忙しい
ためにアップデートに対応する時間が無いといった事例はよくあります。セキュリティの担当
者は脆弱性の理解を高め、保守担当者と連携して、対応を検討していくことも重要です。
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Day5

フェ
ーズ

JVNを利用した脆弱性の確認

JVNとは、国内外の脆弱性対策情報を収集・蓄積しているデータベースです。脆
弱性の概要や CVSS 値、関連リンク等を掲載しています。CVSS 値を確認すること
で、脆弱性自体の深刻度を確認することができます。

活用方法
【手順１】JVN iPedia 検索ページへアクセスします。
http://jvndb.jvn.jp/search/index.php?mode=_vulnerability_search_IA_VulnSearch&lang=ja

【手順２】キーワード または 自組織・開発製品で利用しているソフトウェアを指定して検索を
実施します。

Day5

キーワードを
指定して検索

利用しているソフト
ウェアのベンダ名
や製品名から検索
【手順３】検索により、脆弱性対策情報一覧が表示されます。IDのリンクを開くとより詳細な情
報を確認することができます。

【手順4】脆弱性の概要や CVSS 値、影響を受けるソフトウェアや対象バージョン、対策方法を
確認します。
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出典：JVN iPedia
「脆弱性対策情報データベース」をもとに作成
https://jvndb.jvn.jp/

脆弱性を狙った攻撃事例

毎日、様々な脆弱性が見つかっています。今回は、2021年12月に公表された、
Apache Log4j の脆弱性について紹介します。

①不正なHTTPリクエストを送信

攻撃者

②ログとして記録

Apache Log4jの
脆弱性がある
公開サーバ

③攻撃者が用意した
サーバへ返答

④悪性コードを実行

攻撃者のサーバ

Day5

Apache Log4jとは、Apache Software Foundation がオープンソースで提供している Java
ベースのロギングライブラリです。 主にWebサーバなどのログ管理で利用されています。
この Apache Log4j において、任意のコードが実行可能な脆弱性が発見されました。深刻度
も最大10.0と緊急での対応が求められるほどでした。想定される影響として、「遠隔の攻撃
者により細工された文字列を Log4j がログに記録することにより、システム上で任意の Java
コードが実行される可能性がある」ためです。
この脆弱性の出現により、多くの企業で対応に迫られたのではないでしょうか？

考えられる被害
・ウイルス感染
・データ改ざん
・情報漏えい etc…

開発者により、本脆弱性を修正した以下のバージョンが提供されています。開発者が提供す
る情報をもとに、最新版にアップデートしてください。なお、本アップデートでは、Log4j
のLookup 機能が削除されており、JNDI へのアクセスがデフォルトで無効化されています。
* Java 8のユーザ向け修正版
* Log4j 2.17.1

* Java 7のユーザ向け修正版
* Log4j 2.12.4

* Java 6のユーザ向け修正
* Log4j 2.3.2

出典：JVN iPedia
脆弱性対策情報データベース
https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2021/JVNDB-2021-005429.html
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リスクとは

脅威・脆弱性を把握した後に、自社のリスクを把握していきます。把握したリス
クに対して対策を立てていくことになるので、正しくリスクについて検討していく
ことが重要です。

Day5

リスク とは、将来のいずれかの時において、何か悪い事象が起こる可能性をいいます。セ
キュリティにおける悪い事象とは、情報資産の3要素（機密性・完全性・可用性）が侵害さ
れることです。なお、リスクは「 資産価値 × 脅威 × 脆弱性 × 発生可能性」によって算定さ
れます。

リスク評価に基づき、リスクへの対応を行います。リスクを検討する際には、経営リス
ク管理の一環として判断・選択をすることが望ましいです。自社にとって最適の対応を選
びます。

特定
分析
対応
評価

どのようなリスクが存在するのか特定する

影響度や発生確率を検討しリスクを分析する

対応方法の検討や作業担当の分担を行い顕在するリスクに対応する

取り巻く環境の変化に対応するため現状の評価を行い、定常的な評価や改善を行う

継続したリスクマネジメントを行うためには、攻撃のトレンドや脆弱性を情報収集し分析や
評価をする必要があります。情報セキュリティに対するリスクは、会社にとって様々です。す
なわち、他社のリスクを聞いて対策を取るということは、本来のセキュリティ対策とはなりま
せん。
リスクマネジメントは、顕在するリスクに対して、効率的な対策を施すことです。やみくも
に対応をするのではなく、最小限の費用で最大の効果を目指します。また、セキュリティリス
クも時代と共に変化することを意識し定期的な見直しが求められます。
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CSFを利用した
セキュリティリスクのマネジメント
サイバーセキュリティフレームワークは、組織の目的に対するサイバーセキュリ
ティリスクのマネジメントを改善することで、リスクを低減するように設計されて
います。
3日目のセミナーで紹介したサイバーセキュリティフレームワークを使い、現状の把握や目指す
ティアの検討を繰り返していくことがリスクマネジメントにつながります。特定・分析・対応・評
価をCSFと合わせて実施することで、理想と現実のギャップ解消やリスク対応における優先度の把
握、予算の割り当てなどのポイントを整理しやすくなります。
なお、必ずしも全てにおいてティア4を目指すことが重要ではなく、組織のビジネス上の要求事
項、リスクの許容度、割当て可能なリソースに応じて、カテゴリー毎に目指すべきティアを設定す
る事が重要です。

Day5

CSFを用いたリスクマネジメント
1. 現在行っているサイバーセキュリティ対策が目標のティアの選択にどのように影響する
かを把握します。
2. 現在のティアの状況を確認・判断し、自組織のサイバーセキュリティリスクマネジメン
トに対する対応を評価します。
3. サイバーセキュリティ対策の現在の状態と目指す目標の状態を作成することで、サイ
バーセキュリティ上の優先順位を付けます。
4. 現在の状態を評価することで、個別のサイバーセキュリティ対策の手順が、期待される
サイバーセキュリティ上の成果をどの程度達成しているか把握します。

組織内の情報と意思決定の流れ（概略図）
リスクマネジメント
経営層
組織全体のリスク管理
現在・将来 の
リスクの 変化

ミッションの優先順位、
リスク選好度、 予算
戦略担当
インフラのリスク
マネジメント

実施の進捗状況、
資産、脆弱性、
脅威の変化 の報告

CSFの活用
実務者
インフラの保護
実施
出典：情報処理推進機構（IPA）
Framework for ImprovingCritical Infrastructure Cybersecuritをもとに作成
https://www.ipa.go.jp/files/000071204.pdf

19

リスクアセスメントを行う

リスクアセスメントとは、リスクを分析して評価することです。リスクアセスメ
ントを行うことで、組織やシステムに内在するリスクの大きさや影響度を知ること
ができます。リスクアセスメントには下記のようなアプローチを行います。

詳細リスク分析
分析対象のシステム自体に対して、そのシステムもしくはそれにより実現されている事業を、
「重要度」（あるいは損なわれた場合の被害レベル）「脅威」「脆弱性」の評価指標の下で、リ
スク分析を実施します。

ベースラインアプローチ
Day5

既存の標準や基準をもとに、想定する典型的なシステムに対して、予め一定の確保すべきセ
キュリティレベルを設定し、それを達成するためのセキュリティ対策要件を定め、分析対象とな
るシステムの対策の適合性等をチェックします。

非形式的アプローチ
組織や担当者の経験や判断によってリスク分析を実施します。

組み合わせアプローチ
複数のアプローチを併用し、作業の効率化、異なった評価視点の活用によって、分析精度の向
上と、作業工数増大の回避を図ります。

手法

長所
• 正確なリスク分析が可能
• 一度実施すると、ベースとして継続的
詳細リスク
にセキュリティレベル向上が可能
分析
• セキュリティ投資の優先順位等、組織
として戦略的に検討していくことがで
きる
• 決められた対策要件をチェックするた
め、作業工数が小さい
• 既存の基準としレベルの評価をするた
ベースライン
め、目安としては利用できる
アプローチ

非形式的
アプローチ
組み合わせ
アプローチ

• 経験値を活用するので、属人的ではあ
るが工数は小さい

• 上記、各手法の長所の取り込みが可能
• 上記、各手法の短所の改善が可能

短所
• 規模や手法によっては、かなりの工数
がかかる

• 基準への適合具合のチェックであり、
自社のシステムの状況に沿ったリスク
分析にならない場合がある
• 事業被害を起こさない裏づけには間接
的にしかならない
• 自社のシステムに沿った選択基準が得
られない可能性がある
• 厳密にはリスク分析にならない
• 起こりうる脅威、あるいは新たな脅威
に対しての対応が困難である
• 属人的であり、継続的なセキュリティ
レベルの向上は困難である
• どう組み合わせるのか、それぞれのシ
ステムや事業者によって異なってくる
が、その指針は示されていない。

出典：情報処理推進機構（IPA）
「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド第２版」をもとに作成
https://www.ipa.go.jp/files/000080712.pdf
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ミニワーク
～考えてみよう～

ミニワークテーマ
ATTACKツリーを埋めてみましょう。

Day5

ATTACKツリーのサンプルを用意しました。今回は物理的な
被害を想定して考えてみましょう。
鍵付きキャビネットが利用できない
キャビネットが利用できなくなるような
要因を2つ考えてみましょう。

右側で上げた要因が起こりうる、原因を
2つ考えてみましょう。

右側で上げた原因が起こりうる、状況を
２つ考えてみましょう。
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リスクを算出する

リスクを分析して評価するためには、計算式などを用いて数値化していきます。
最終的には受容できるリスクの数値を定め、リスク低減策などの実行の結果、リス
クが受容できるかを検討します。ここでは、詳細リスク分析をもとに算出していき
ます。
【手順１】資産を洗い出し、脅威と脆弱性を各資産ごとに検討する
※資産の洗いだしや脅威と脆弱性の整理には、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開してい
るリスク分析シートが便利です。

リスク分析シート情報資産管理台帳

Day5

個人情報の種類
業務
分類

情報資産名称

備考

人事

社員名簿

社員基本情報

人事

社員名簿

人事 健康診断の結果
経理
経理

給与システム
データ
当社宛請求書

経理 発行済請求書控

利用者
範囲

管理
部署

媒体・保存先

個人
情報

人事部 人事部

事務所PC

社員基本情報

人事部 人事部

書類

雇入時・定期健康診
断

人事部 人事部

書類

税務署提出用
源泉徴収票

給与計
人事部
算担当

事務所PC

特定
個人
情報

評価値

現状から想定されるリスク（入力不要・自動表示）
重要
度

保存
期限

登録日

完全
性

可用
性

有

2

0

0

2

2016/7/1

3:通常の状態で脅威が発生する 2:部分的に対策を実施して
2 可能性：中 4 リスク大
（いつ発生してもおかしくない）
いる

有

2

2

2

2

2016/7/1

2:特定の状況で脅威が発生する 2:部分的に対策を実施して
1 可能性：低 2 リスク中
（年に数回程度）
いる

2

2

1

2

5年

2016/7/1

2:特定の状況で脅威が発生する 2:部分的に対策を実施して
1 可能性：低 2 リスク中
（年に数回程度）
いる

2

2

1

2

7年

2016/7/1

3:通常の状態で脅威が発生する 2:部分的に対策を実施して
2 可能性：中 4 リスク大
（いつ発生してもおかしくない）
いる

有
有

脅威の発生頻度 ※「脅威の状
況」シートに入力すると表示

脆弱性 ※「対策状況チェッ
ク」シートに入力すると表示

被害発生
可能性

機密
性

リスク値

当社宛請求書の原本
総務部 総務部
（過去3年分）

書類

1

1

1

1

2016/7/1

2:特定の状況で脅威が発生する 2:部分的に対策を実施して
1 可能性：低 1 リスク中
（年に数回程度）
いる

当社発行の請求書の
総務部 総務部
控え（過去3年分）

書類

1

1

1

1

2016/7/1

2:特定の状況で脅威が発生する 2:部分的に対策を実施して
1 可能性：低 1 リスク中
（年に数回程度）
いる

有

2

2

2

2

2016/7/1

3:通常の状態で脅威が発生する 2:部分的に対策を実施して
2 可能性：中 4 リスク大
（いつ発生してもおかしくない）
いる

有

2

2

2

2

2016/7/1

3:通常の状態で脅威が発生する 2:部分的に対策を実施して
2 可能性：中 4 リスク大
（いつ発生してもおかしくない）
いる

重要度は混在のため
共通 電子メールデータ
担当者 総務部
最高値で評価
共通 電子メールデータ

要配慮
個人情
報

Gmailに転送

事務所PC

担当者 総務部 社外サーバー

出典：情報処理推進機構（IPA）
中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン リスク分析シート
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/

【手順2】洗い出した情報資産ごとにリスク値を算出する

リスクを算出する計算式
リスク ＝ 資産価値 × 脅威 × 脆弱性 × 発生可能性
リスク算出の例
リスク＝評価値(2) × 脅威有(2) × 脆弱性有(2) × 発生可能性は高い(3) ＝ 24
※受容できる数値は各企業ごとに判断をして決めていきます。

24
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リスクを算出する

リスク分析の手法は一つではありません。米国標準技術院（NIST）が推奨する定量
的リスクアセスメントの手法として、ALE法というものがあります。ALE法の最大の
特徴は金額でリスクを算出することです。年間の予想損失額 ALE（Annualized Loss
Expectancy）を求めることにより、年間のセキュリティ予算を決定するための指標や
セキュリティ対策の費用対効果を測定する指標となります。

ALE （年次損失予測） = SLE（単一損失予測） × ARO（年次発生率）
・EF (Exposure Factor) = 特定の脅威によって起こる資産損失のパーセンテージ
・AV（Asset Value） = 資産価値
・SLE ( Single Loss Expectancy) 単一損失予測 = AV（資産価値） × EF（資産損失確率）
・ARO (Annualized Rate of Occurrence) 年次発生率 =1 年間に脅威が起こる頻度の推定値
出典：JNSA
「情報セキュリティ会計に関する検討報告書〜ガイドライン策定に向けて〜」をもとに作成
https://www.jnsa.org/houkoku2004/kaikei_report.pdf

〜Note〜

23

Day5

年間予想被害額を ALE (Annualized Loss Expectancy) とします。

計算式で出した損失予想

ALE法にのっとり、個人情報漏えいが発生した場合の想定被害金額を試算して
みましょう。

Day5

想定する企業は、ECサイトで販売をおこなう事業者です。個人情報は分散されたサーバに
保管しており、約５万人の個人情報を保有しています。毎年ヒヤリハットの統計をしており、
セキュリティ事故の可能性は約10年に1回程度となっています。サーバが分割されているの
で、基本的には全ての情報が流出するとは考えておらず、1回の被害で全体の40％程度と想
定しています。

項目

費用（想定）

対策組織業務に係る人件費（1か月分）
業務継続費用

損害賠償費用（訴訟参加費＝0.1%）

36万円

弁護士費用・裁判費用

30万円

見舞い品費用

見舞い品代＋送料他（2万人分）

謝罪訪問費

謝罪訪問に掛かる費用（10人分）

広報費用
臨時的な対策費用
合計

500万円

謝罪広告費

1400万円

110万円
なし

情報公開ページ作成費用（2回）

10万円

コールセンター設置費用（1ヶ月分）

500万円

問い合わせ窓口常駐人員（1ヶ月分）

200万円
2786万円

出典：JNSA
「発生確率調査と2010年個人情報漏えい調査の報告」をもとに作成
https://www.jnsa.org/seminar/2011/0608/data/1C_incident.pdf
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ミニワーク
～考えてみよう～

ミニワークテーマ
リスクを算出してみましょう。

Day5

こんなシチュエーションにおける年間予想損失額を考えてみ
ましょう。

ある会社では、1000人の個人情報を保有しており、一人当たりの資産価値を3万円と
し換算しています。この会社では、個人情報流出のセキュリティ事故の可能性を考えた
とき、すべての情報が一度に流出する可能性は低いと考えています。しかしながら一部
の情報が流出する可能性が高く、分析の結果、保有する個人情報の10%が漏えいする可
能性があるとしています。また、過去の経験から漏えいのようなセキュリティ事故は5
年に1回です。
この時、この会社の個人情報漏えいのリスクにおける年間予想損失額はいくらになる
でしょうか？
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脅威分析の具体例
～STRIDEの利用～

STRIDEを利用した脅威分析を行った事例
ある企業では、脅威分析に課題を持っていました。
脆弱性は自分達のことなので、ヒアリングや業務の
見直し、脆弱性診断などで把握ができました。しか
し、脅威については、なかなか把握がしづらい状況
でした。自分たちの会社も攻撃の対象になるかもし
れないと常に心配していました。しかし、すでに出
回っている攻撃の対応では、これから起こる脅威に
は対応ができません。よりセキュリティを強化して
いくためには、これから起こる可能性がある脅威に
対応をしていきたいと考えていました。

脅威

対応
対応

脅威
対応

Day5

脅威
そこで、 脅威分析の一つの考え方であるSTRIDEを使って分析を行いました。現在発生してい
る攻撃から脅威を考えるのではなく、攻撃の要素となるSTRIDEをもとに脅威を考えることにし
ました。初めはSTRIDEだけで考えようとしていましたが、なかなかうまくいきませんでした。
考えが四方八方に広がり、まとまらなかったのです。ネットワーク構成図や業務フロー図を見
ながら検討をすることで、自社にとっての脅威がわかるようになってきました。
STRIDE分析の例
要素名

分析結果

Spoofing
（なりすまし）

ID・パスワードの管理が不十分でなりすましに利用される
共有アカウントがあり操作履歴等が取れず、なりすましが可能になる

Tampering
（改ざん）

ファイルへのアクセス制限が不十分で偶発的な改ざんの可能性がある

Repudiation
（否認）

アクセス権限を設定していないので、不正なアクセスが実行できる

Information Disclosure
（情報漏えい）

社内通信や社内サーバの情報は暗号化されていないので情報を見ること
ができる。

Denial of Service
（サービス妨害）

Webサーバに攻撃の可能性がある。ただし、ニュースリリースや問い合わせ
の情報しかないので、大きなリスクはないと考えられる

Elevation of Privilege
（権限昇格）

特権ユーザーは一部の社員のみであり、セキュリティ研修も他社以上に実
施している。脆弱性が発見された場合に顕在化する可能性がある

STRIDE分析の結果悪いところだけでなく、対策ができているところや対策が弱いところまで
検討することができました。これにより、余計に対策を検討する必要性がなくなり、本当に必
要なところに対策のリソースをさくことができました。
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リスクアセスメントの具体例
～リスクを把握し評価する～

リスクアセスメントの事例

Day5

リスクアセスメントはさまざまな場面で行います。
最近ではDXやデジタル化の影響もあり、今までのビ
ジネスのあり方から変化するにあたり、リスクアセ
スメントが求められるシーンが増えてきています。
ある会社では、クラウドを利用した新サービスを導
入することとしました。社員が利用するだけでなく、
社外の人も利用する予定のクラウドシステムです。
今までに無かった使い方なので、リスクアセスメン
トもより慎重に行うこととしました。脅威や脆弱性
の洗いだしでは、サービス提供会社の状況まで確認
し、リスク分析に活かしました。

まず行ったことは、これらシステムの資産価値の分析です。今回のクラウドサービス導入の
目的と照らし合わせて考えます。今回の目的は、社外の特定ユーザーに会社の情報を届けるこ
とです。また社外ユーザー間でもコミュニケーションを取ることになります。すなわち、社外
ユーザーにとって価値がある情報のやり取りも行われます。資産価値としては非常に高い位置
付けとなりました。

目的達成！

脅威分析
脆弱性対応

資産価値考慮

次に行ったことは脆弱性の把握です。これには2
つの観点があります。一つは、サービス提供会社に
関する脆弱性です。「利用するシステムの脆弱性の
把握をどのようにしているのか？ 」「従業員のセ
キュリティ意識はどうか？」などを確認していきま
した。確認には質問票を作成し、サービス提供事業
者へ記載してもらいました。もう一つは自社の利用
における脆弱性です。パスワード管理の方法や外部
利用者の認証方法などを検討していきました。
そして脅威分析です。STRIDE分析などに基づきシ
ステムの状況を確認し、ATTACKツリーで利用方法
における脅威について検討を行いました。システム
面については、最近のスタンダードな対策は取られ
ており、問題は使い方でした。特になりすましの脅
威については完全には排除できないことも想定され
ました。社外利用者はなかなかルールの統一が難し
かったからです。

今回のリスクアセスメントの結果、目的達成に必要な条件などを考慮し運用ルールの細かい
設計を行いました。最終的には利用に伴う利用規定を定め、参加者が安全な利用を行えるよう
な対策を施しています。
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リスクの対応をしっかりしていくことは、予算を適切に運用することや優先度の
高いところから対応をしていくことにつながる。まずは自社にとっての脅威や脆弱
性を考えていこう。そういえば以前、自社にとっての最悪なケースはどのようなも
のかというワークをセミナー中にやった気がする。今回のATTACKツリーを使って
最悪なシーンを想定して脅威を把握してみよう。脆弱性は運用フローの見直しや保
守会社とも連携をとっていこう。そうすればリスクについてより理解ができ、対策
が取れているのか、取れていないのかがわかってくるはずだ。
対策から考えるのではなく、対策を打つべき要因から考えられるようになれば、
事業計画を進める上でも各ポイントで対応ができるようになる。そうすれば、長期
的にもその時々で最適な対策を取れるようになるだろう。

Day5

リスクを知る
やるべきことを知る
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リスクを正しく評価する

リスクアセスメントでは、脅威や脆弱性といったさ
まざまな情報をもとに考えていきます。情報漏れがな
いか、検討漏れがないかなど常に気を使う作業です。
リスクアセスメントをするためには、業務フローなど
も把握していきます。運用の脆弱性を確認するためで
す。業務フローなどはベースラインアプローチで全体
像を把握していきます。全体像が把握でき、危険そう
なポイントや重要な資産に関係するポイントは形式的
なアプローチでより詳細を把握していきます。

Day5

詳細の把握ができたら、詳細リスク分析で各資産につ
いて脅威や脆弱性を把握していきます。個人情報などを
含む資産は詳細リスク分析を行うことが多いです。詳細
リスク分析を行う過程で脆弱性の可能性がありそうな場
合には、関係者へ話を聞くなどし資産の扱い方を確認す
ることもあります。
これらのリスクアセスメントはセキュリティ担当者一
人で行うのではなく、関係者を巻き込んで行うと良いで
す。正しく業務内容を理解し、資産を把握し、脅威や脆
弱性を網羅します。関係者が集まって検討することでよ
り精度の高いものが出来上がります。また、時々は専門
家の意見を聞くことで脅威の情報がアップデートされ、
より精度が上がっていきます。

編集後記
リスクアセスメント、リスクマネジメントはセキュリティ担当としては是非とも身につけ
たいスキル・知識の一つです。対策を考えて実行することも重要ですが、本当にその対策が
有効なのか、これから取り組む施策にどのような対策が必要なのかを考えることにつながり
ます。セキュリティ対策をどこまでやれば良いのかわからないという話もよく聞きますが、
これらもリスクアセスメントを適切に行うことで判断がつくようになります。勿論、初めは
本当にこれでいいのかと悩むこともあると思いますが、セキュリティ担当者として、判断を
して行ってください。ただ、一人でその責任を背負いこむのではなく、経営層や関係者が積
極的にフォローすることが重要になります。全員で会社のリスクに対して取り組みましょう。
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令和4年度
中小企業サイバーセキュリティ対策継続支援事業
セミナー5日目
これって攻撃？
弱点なんかわかりません？

