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自己紹介

松並 勝
脅威分析研究会 主査
DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社

踏み台攻撃の被害者
2000年秋にレンタルサーバーが踏み台攻撃に遭い、2001年1月か
らセキュリティ技術を学ぶためにセキュリティ業界へ

セキュアなソフトウェア開発一筋
セキュアコーディング、脅威分析といった、最初からセキュアに
ソフトウェアをつくる方法論の普及啓発活動に取り組む。
主な成果物に以下のようなものがある
2002年 IPAセキュア・プログラミング講座
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vendor/programmingv1/

2012年〜 JSSEC Androidｱﾌﾟﾘのｾｷｭｱ設計・ｾｷｭｱｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ
https://www.jssec.org/report/securecoding.html
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2000年の社会人4年目、エンジニアとして楽しい毎日を送る

 東芝の複合機の組込みソフト技術者
– コンパネのウィンドウシステム開発を

担当
– リアルタイムOS（VxWorks）のソフト

開発を楽しむ

 プライベートでケータイWebアプリ開発
– PCからデジカメ写真をuploadすると、

送信先ケータイの画面表示能力に合わせて
画像変換するサービス

– 流行りの技術の学習を楽しむ
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2000年の秋、わたしの人生を変える事件が・・・
 わたしのサーバーが○○社のサーバーを攻撃

– 踏み台にされた
– 攻撃の原理が分からない
– エンジニアとして悔しくてたまらない
– セキュリティに詳しくなるには・・・

 2001年1月、セキュリティベンダーへ転職
– 「今日から君はコンサルタントね」と某

社SOCに送り込まれ、TCP/IPも知らない
のにIDS（侵入検知装置）のコンサル業務

– その後IDS製品の日本語化業務で数千件の
攻撃検知パターンを調査 → 脆弱性/攻撃
のパターンが感覚的に分かるようになる

– IPA セキュア・プログラミング講座(v1)の
約半分を執筆する

 2002年7月、開発現場で↑を実践するために
ソニーGp.に転職
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ソニーGp.（ソフト専門子会社）ではいろいろやらせてもらいました１

 RSAカンファレンスジャパン2006
– エキスパートアプローチの脅威分析手法
– セキュリティ技術者育成方法

 RSAカンファレンスジャパン2007
– セキュリティ技術者を量産して開発現場に

送り込む「セキュリティ社内留学制度」
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ソニーGp.（ソフト専門子会社）ではいろいろやらせてもらいました２

 RSAカンファレンスジャパン2008
– ソースコード静的解析ツールの導入運用

ノウハウ

 RSAカンファレンスジャパン2009
 APEC-TEL37@Tokyo

– ソニーのセキュリティ活動（として）紹介
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1. Security of ICT products and services (9:00-12:45)
9:00 NISC

Suguru Yamaguchi, Information Security Advisor, NISC
9:15 JPCERT/CC

Yurie Ito, Information Security Analyst, Watch & 
Warning Group

Inputs from products vendor
9:45 Microsoft

Masakazu Takahashi, Chief Security Advisor
10:15 Matsushita Electric

Toshio Fujii, Leader, Corporate Information Security 
Division

10:45 Sony
Masaru Matsunami, Security Technologist, Technology 
Track

Inputs from service provider
11:15 Kakaku.com

Mikihiro Yasuda, Director & COO
11:45 LAC

Itsuro Nishimoto, Vice President, Risk Research 
Institute of Cyber Space

12:15 Symantec
Terumi Laskowsky, Director, Global Consulting Services
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ソニーGp.（ソフト専門子会社）ではいろいろやらせてもらいました３

 RSAカンファレンスジャパン2010
– 構造化された脅威分析・脆弱性分析手法

（独自のもの）

 スマートフォン＆タブレット2011
– 日本スマートフォンセキュリティ協会

（JSSEC）にてセキュアコーディングTF
を立ち上げ

– Androidアプリ向けガイドの開発を宣言
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ソニーGp.（ソフト専門子会社）ではいろいろやらせてもらいました４

 Androidアプリのセキュア設計・セキュア
コーディングガイド（2012年〜）
– 年1回〜2回のペースで改定
– 日本語版と英語版がある

 Androidアプリセキュリティ静的解析ツール
を開発（2013年〜）
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2012年6月

28人

2012年11月

41人

2013年4月

34人

2014年7月

18人

2015年6月

21人

…
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ソニーGp.（ソフト専門子会社）ではいろいろやらせてもらいました５

 CISSP Japan Chapter設立イベント
 OWASP AppSec Apac 2014

– 構造化された脅威分析・脆弱性分析手法
の改善版（Assurance Case風）

 JAXA/IPA 第12回クリティカルソフトウェア
ワークショップ（2015年）
– パターン化による脅威分析・脆弱性分析

の効率化（最優秀賞）
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ソニーGp.では無理難題を押し付けられていろいろ経験させてもらいました
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社会貢献活動
• 講演・執筆・取材対応によるセキュア開発ノウハウの普及啓発
• NISC・IPAのWG委員活動
• JSSEC等の業界団体活動

ソニーグループセキュリティガバナンス支援活動
• 製品セキュリティ確保に関する基準（STM-0117）
• ソースコード静的解析ツールの全社導入
• 製品セキュリティ事業部門監査
• よろずコンサルティング
• ハッカーショー

大規模製品向けセキュリティ活動
• セキュリティポリシー開発
• ソースコード静的解析ツールの運用

小規模製品向けセキュリティ活動
• 脅威分析・脆弱性分析
• セキュリティコードレビュー
• セキュアコーディング教育
• セキュリティ技術者育成
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脅威分析研究会 SIGSTA https://sites.google.com/view/sigsta

 脅威分析に興味を持つ組織・企業が集い、
脅威分析を学び、普及させる活動

 これまで放置されている「設計」領域のセ
キュリティ確保を何とかしたい！

 どなたでもご参加できます
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情セ大
大久保 隆夫

CAV
田口 研治

DNV GL
松並 勝
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脆弱性分析に使えるOSSツールも開発

12

https://atom.io/packages/language-sad
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セキュアなソフトウェア開発一筋18年
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攻撃検査

仕様 検証設計 実装
（コーディング）

ｾｷｭｱｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ教育
静的ｺｰﾄﾞ解析

脅威分析・脆弱性分析

設計文書 ソース
コード

実⾏
バイナリ対象

ｾｷｭﾘﾃｨ施策

開発工程

現在注⼒中︕
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3. リスク分析手法の比較調査



自動車サイバーセキュリティ事例（2015年）

DNV GL ©15 https://youtu.be/-FqsW5IodkM

第三者が Jeep を遠隔制御できることが 証明 された

DNV GL ©16 https://youtu.be/-FqsW5IodkM
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140万台リコールに発展

DNV GL ©17 https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM25H19_V20C15A7MM0000/

一気に Cybersecurity の動きが活発になった
 SAE(米国自動車技術会)

– 2016.1:
「Cybersecurity Guidebook for Cyber-Physical Vehicle Systems」(J3061)発行

 NHTSA(米国運輸省道路交通安全局）
– 2016.10:

「Cybersecurity Best Practices for Modern Vehicles」発行
– ISO 27Kの推奨やAuto ISACへの参画などを提案

 自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)
– 2つのサイバーセキュリティ関連ガイドライン

1. Proposal for a Recommendation on Cyber Security
2. Draft Recommendation on Software Updates of the Task Force on Cyber 

Security and Over-the-air issues

 ISO/SAE – Joint Working Group
– WP.29 UN法規に対応するスタンダードとして

– ISO/SAE 21434 Road Vehicles -- Cybersecurity engineering
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（欧州経済委員会）

（国際標準化機構）（自動車技術会）
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UN法規化！
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UN法規
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自動運転
(GRVA)

ここでCS関連
法規が策定中

1958協定の締約国は(採用した)UN法規と同等の国内法規を整備する必要がある



WP.29 CS関連法規のドラフト文書

 国連のWebページからCS法規のドラフトをDLできる
– https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grva/grva2019.html

 2つ目の法規Software Update(SU)はOver-the-air(OTA)とも呼ばれる
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ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2019/2
Proposal for a Recommendation on 
Cyber Security

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2019/3
Draft Recommendation on Software 
Updates of the Task Force on Cyber 
Security and Over-the-air issues

UN法規は自動運転に限らず一般車両も対象
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L Motor vehicles with less than four wheels [but does include light four-wheelers]
M Vehicles having at least four wheels and used for the carriage of passengers (e.g., 

standard car with 2, 3, 4 doors).
N Power-driven vehicles having at least four wheels and used for the carriage of goods
O Trailers (including semi–trailers)

https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_category

CS関連法規に従った
車両しか公道を走れなくなる



どちらの文書も法規がAnnex Aにある
 Annex A以外はResolution（Regulationを満たすための手段）の紹介である

– もともとはResolutionだけの文書として作られた
– 途中で「法規化すべき」という議論になり、Regulationドラフトが作成された
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Resolution

Resolution

Regulation

MS認証審査と型式認証審査

 型式認証審査の申請をする組織は、事前にマネジメントシステム認証審査に合格し
ておく必要がある
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CSMS認証審査 SUMS認証審査

CS SU(OTA)

車両型式認証審査 車両型式認証審査

CSMS
適合証明書

SUMS
適合証明書

CSMS: Cyber Security Management System
SUMS: Software Update Management System

MS認証審査
（プロセス認証）

型式認証審査

7.2 章

7.3 章

7.1 章

7.2 章

組織がプロセスを持つことが法規で求められ、
プロセスの内容が審査される
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WP.29 CS法規とリスク分析
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WP.29 CS Regulationのポイント
1. Scope 車両一般が対象
2. Definitions 用語定義
3. Application for approval 型式認証審査の申請
4. Markings 適合車両に貼るシールの要件
5. Approval 審査における認証機関の運用
6. CSMS Certificate of compliance CSMS認証の運用
7. Specifications

7.2. Requirements for the CSMS CSMSの要件
7.3. Requirements for vehicle types 車両型式の要件

8. Modification and extension of the vehicle type 車両型式への変更の運用
9. Conformity of production 生産適合性の維持確認
10. Penalties for non-conformity of production 生産不適合時の認証取り消し
11. Names and addresses of Technical Services… 認証機関の国連事務手続き
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7.2. Requirements for the CSMS CSMSの要件
 7.2.2.2. The vehicle manufacturer shall demonstrate that the processes used within their Cyber 

Security Management System ensure security is adequately considered. This shall include:
車両製造業者はCSMS内で使用されているプロセスがセキュリティを十分考慮していることを証明するものとする。これは以下を含む。
a. The processes used within the manufacturer’s organization to manage cyber security;

サイバーセキュリティを管理するために製造業者の組織内で使用されるプロセス
b. The processes used for the identification of risks to vehicle types;

車両へのリスクの特定に使用されるプロセス
c. The processes used for the assessment, categorization and treatment of the risks identified;

特定されたリスクの評価、分類および処置に使用されるプロセス
d. The processes in place to verify that the risks identified are appropriately managed;

特定されたリスクが適切に管理されていることを検証するためのプロセス
e. The processes used for testing the security of the vehicle type throughout its development and production phases;

開発および生産フェーズを通じて車両型式のセキュリティをテストするために使用されるプロセス
f. The processes used for ensuring that the risk assessment is kept current;

リスク評価を最新に保つためのプロセス
g. The processes used to monitor for, detect and respond to cyber-attacks on vehicle types;

車両型式に対するサイバー攻撃の監視、検出、対応に使用されるプロセス
h. The processes used to identify new and evolving cyber threats and vulnerabilities to vehicle types;

車両型式に対して進化する新たなサイバー脅威および脆弱性を識別するために使用されるプロセス
i. The processes used to appropriately react to new and evolving cyber threats and vulnerabilities.

車両型式に対して進化する新たなサイバー脅威および脆弱性への対応を適切に成すために使用されるプロセス
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開
発
プ
ロ
セ
ス

市
場
対
応
プ
ロ
セ
ス

CSM
S

全
体
の
管
理
プ
ロ
セ
ス

プロセスの例
7.2.2.2 bcdeを考慮した開発プロセス 7.2.2.2 fghiを考慮した市場対応プロセス
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完成車メーカー サプライヤ 完成車メーカー サプライヤ

赤枠部分はリスク分析技術を要するプロセス



車両一台分のリスク分析の結果として作られる情報構造
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リスク処置

CS関連判定

リスク特定 リスク評価 リスク分類CS関連判定

CS関連判定 リスク特定 リスク評価 リスク分類 リスク処置

リスク

（内容）

リスク

（内容）

リスク

（内容）

リスク

（大きさ）

リスク

（大きさ）

リスク

（大きさ）

回避

受容

移転

低減

リスク

（内容）

リスク

（大きさ）

CS目標 設計

テスト
テスト

結果

アイテム

車両型式

CS

コンセプト

回避

方策

移転

方策

アイテム

CS関連

CS非関連

CS要求

リスク

（内容）

リスク

（大きさ）
低減 CS目標 設計

テスト
テスト

結果

アイテム
CS

コンセプト

CS関連 CS要求

要するにこの車両はセキュアなんです
という論証情報

7.2.2.2 b,cとリスク分析結果の対応
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リスク処置リスク特定 リスク評価 リスク分類CS関連判定

リスク

（内容）

リスク

（内容）

リスク

（内容）

リスク

（大きさ）

リスク

（大きさ）

リスク

（大きさ）

回避

受容

移転

低減

リスク

（内容）

リスク

（大きさ）

CS目標 設計

テスト
テスト

結果

アイテム

車両型式

CS

コンセプト

回避

方策

移転

方策

CS関連 CS要求

 7.2.2.2. The vehicle manufacturer shall demonstrate that the processes used within their Cyber 
Security Management System ensure security is adequately considered. This shall include:
車両製造業者はCSMS内で使用されているプロセスがセキュリティを十分考慮していることを証明するものとする。これは以下を含む。
b. The processes used for the identification of risks to vehicle types;

車両へのリスクの特定に使用されるプロセス
c. The processes used for the assessment, categorization and treatment of the risks identified;

特定されたリスクの評価、分類および処置に使用されるプロセス

リスク分析技術
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目次
1. 自己紹介
2. 自動車セキュリティ法規とリスク分析

� 3. リスク分析手法の比較調査

調査したセキュリティ分析手法

リスク特定手法 リスク評価手法
 Attack Tree Analysis
 EVITA – Dark-side scenarios
 Microsoft Threat Modeling (STRIDE)
 HEAVENS
 TM-STRIDE
 THROP (J3061)
 名古屋大学HAZOPベースセキュリティ分析手法
 5W (TP15002)
 RWX
 TRVA
 OCTAVE

 CVSS
 CC/CEM – Attack Potential
 EVITA
 HEAVENS
 CRSS (TP-15002)
 RSMA (TP-15002)
 TM-STRIDE
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J3061など自動車セキュリティ分野の文書で
名称の挙がっている分析手法を選択
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投影のみ
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投影のみ



 起きて欲しくないことは何か？

 どれくらい起きて欲しくないのか？

 どのように対応するか？

リスク特定

セキュリティ分析手法の一般的全体構造 → 共通視点で分析方法を見ていく

DNV GL ©35

リスク評価

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

被害
シナリオ

脅威
シナリオ

攻撃パス、脆弱性

攻撃容易性
算定リスク算定

リスク対応

影響算定

アイテム
設計情報

Impact Likelihood

Severity

被害分析 攻撃分析

被害分析
資産

被害シナリオ

対策設計
対応方針

セキュリティ
要求

SAFER, SMARTER, GREENER

リスク特定手法の捉え方
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リスク特定

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

被害
シナリオ

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

被害分析
資産

攻撃パス、
脆弱性



抽象概念が多いので具体的な物事にマップして捉える
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第三者

(2) 第三者がエアコンに
BLE接続する

(3) 第三者がBLEの
CharacteristicをWriteする

システム

事象
脆
弱
性

事象事象

(4) 第三者が設定温度を
極端な温度に変更する

(0) BLE接続に認証がない
(1) 第三者がBLE電波圏内

に近づく

(5) エアコンが極端に高温/低温
の風を出す

(6) 室内の老人、赤ん坊が熱中症
になったり凍死したりする

スマートフォン対応エアコン

リスク特定で表現される意味構造

 リスク特定は「被害分析」と「攻撃分析」の２段階の構造がある
– 被害分析：どのような被害が起きるか →リスク評価のImpactの判断材料
– 攻撃分析：どうやって被害を起こせるか →リスク評価のLikelihoodの判断材料
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第三者

(2) 第三者がエアコンに
BLE接続する

(3) 第三者がBLEの
CharacteristicをWriteする

システム

事象
脆
弱
性

事象事象

(4) 第三者が設定温度を
極端な温度に変更する

(0) BLE接続に認証がない
(1) 第三者がBLE電波圏内

に近づける

想定被害 成立条件資産侵害事象 攻撃方法

(5) エアコンが極端に高温/低温
の風を出す

(6) 室内の老人、赤ん坊が熱中症
になったり凍死したりする

被害分析 攻撃分析

資産



抽象概念のマッピング例 → リスク特定の各段階の出力イメージをつかむ
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第三者

(2) 第三者がエアコンに
BLE接続する

(3) 第三者がBLEの
CharacteristicをWriteする

システム

事象
脆
弱
性

事象事象

(4) 第三者が設定温度を
極端な温度に変更する

(0) BLE接続に認証がない
(1) 第三者がBLE電波圏内

に近づける

想定被害 成立条件資産侵害事象 攻撃方法

(5) エアコンが極端に高温/低温
の風を出す

(6) 室内の老人、赤ん坊が熱中症
になったり凍死したりする

被害分析 攻撃分析

被害シナリオ 脅威シナリオ

攻撃パス

脆弱性

リスク特定

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

被害
シナリオ

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

被害分析
資産

攻撃パス、
脆弱性

資産

調査したセキュリティ分析手法

リスク特定手法 リスク評価手法
 Attack Tree Analysis
 EVITA – Dark-side scenarios
 Microsoft Threat Modeling (STRIDE)
 HEAVENS
 TM-STRIDE
 THROP (J3061)
 名古屋大学HAZOPベースセキュリティ分析手法
 5W (TP15002)
 RWX
 TRVA
 OCTAVE

 CVSS
 CC/CEM – Attack Potential
 EVITA
 HEAVENS
 CRSS (TP-15002)
 RSMA (TP-15002)
 TM-STRIDE
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Attack Tree Analysis

DNV GL ©41 https://www.schneier.com/academic/archives/1999/12/attack_trees.html

Attack Tree Analysis

 攻撃分析手法
– FTAのセキュリティ版とも呼ばれる
– 多くのセキュリティ分析手法に要素技

術として使われている
– 分析手法と言うより、セキュリティ関

連事象の因果関係を表現する手法と捉
えた方がよい

DNV GL ©42 https://www.schneier.com/academic/archives/1999/12/attack_trees.html

リスク特定

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

被害
シナリオ

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

被害分析
資産

攻撃パス、
脆弱性



Attack Tree
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攻撃目標

攻撃方法
(攻撃目標)

攻撃方法
(攻撃目標)

攻撃方法
(攻撃目標)

実現

and

暗証番号式の
金庫を開ける

鍵を壊して
こじ開ける

暗証番号で
鍵を開ける

筐体を破壊
して開ける

予め開けられる金庫を
設置しておき使わせる

暗証番号の書かれた
ポストイットを探す

金庫の関係者から
暗証番号を聞き出す

暗証番号を
盗み聞きする脅す 賄賂を渡す

会話を
盗聴する

暗証番号の
話をさせる

実現

実現

攻撃方法

実現

攻撃目標を実現するすべての攻撃方法を洗い出して因果関係を表現

分割統治による
整理整頓

Attack Tree の活用例

DNV GL ©44

攻撃目標

攻撃方法
(攻撃目標)

攻撃方法
(攻撃目標)

攻撃方法
(攻撃目標)

実現

and

暗証番号式の
金庫を開ける

鍵を壊して
こじ開ける

筐体を破壊
して開ける

予め開けられる金庫を
設置しておき使わせる

暗証番号の書かれた
ポストイットを探す

暗証番号を
盗み聞きする脅す

会話を
盗聴する

暗証番号の
話をさせる

暗証番号で
鍵を開ける

金庫の関係者から
暗証番号を聞き出す

賄賂を渡す

実現

実現

攻撃方法

実現

Possible

Possible

Possible

Possible

脆弱性：誘惑に負ける関係者
対策： 関係者の給与アップ



Attack Tree Analysis
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攻撃目標

攻撃方法
(攻撃目標)

攻撃方法
(攻撃目標)

攻撃方法
(攻撃目標)

連想

連想

連想

攻撃方法

連想 and

暗証番号式の
金庫を開ける

鍵を壊して
こじ開ける

暗証番号で
鍵を開ける

筐体を破壊
して開ける

予め開けられる金庫を
設置しておき使わせる

暗証番号の書かれた
ポストイットを探す

金庫の関係者から
暗証番号を聞き出す

暗証番号を
盗み聞きする脅す 賄賂を渡す

会話を
盗聴する

暗証番号の
話をさせる ブレストで

導出する

ブレストで
導出する想像

EVITA – Dark-side scenarios

DNV GL ©46 https://www.evita-project.org/deliverables.html Appendix B - Dark-side scenarios



EVITA – Dark-side scenarios

 EUのEVITA projectで使用された分析手法
 攻撃者の気持ちになって分析する手法
 被害分析

– 攻撃者の動機 × 対象システムのユース
ケース → 攻撃目標を連想

 攻撃分析
– 対象システムのユースケースにおける

「機能」に着目 → 攻撃方法を連想 → 
Attack Treeで表現

DNV GL ©47 https://www.evita-project.org/deliverables.html Appendix B - Dark-side scenarios

リスク特定

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

被害
シナリオ

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

被害分析
資産

攻撃パス、
脆弱性

EVITA – 被害分析

 攻撃者の動機：大きなカテゴリで4分類
– 誰かを傷つける × (個人を、組織を)
– 利益を得る × (個人的に、組織的に)

 攻撃目標の連想
– 対象システムのユースケースを見る
– 攻撃者の動機を満たす悪事を連想する

DNV GL ©48

第三者が勝手にブレーキをかける

衝突の危険性を知らせるメッセージの受信



EVITA – 攻撃分析

 ユースケースで見つけた「機能」をベースに攻撃目標を達成する攻撃方法を連想し
てAttack Treeで表現

DNV GL ©49

1. CSCを誤動作させる

2. 近くの車両がブレーキを
踏んだとCSCに誤認させる

3. 環境センサーに
危険状況だと誤認させる

CSC: Chassis Safety Controller

EVITA – Attack Treeの構造

 Level 0
– 被害分析で発見した攻撃目標
– 手段は規定しない

 Level 1
– ユースケースから見つけた

「機能」を侵害する事象
 Level 2 以下

– Level 1 を実現する具体的な
攻撃方法と成立条件

DNV GL ©50

• Attack Treeの記述内容に縛りを設けるこ
とで、Attack Tree Analysisの下位ノード
導出の連想に一定の一貫性を持たせている

• ただし攻撃方法、脆弱性の知識は別途必要



Microsoft Threat Modeling (STRIDE)

DNV GL ©51 https://download.microsoft.com/download/8/1/6/816C597A-5592-4867-A0A6-A0181703CD59/
Microsoft_Press_eBook_TheSecurityDevelopmentLifecycle_PDF.pdf

Microsoft Threat Modeling (STRIDE)

 Microsoftが自社製品のセキュリティ分析に使用してい
る手法（つまり多数の実績あり）
– STRIDEはMicrosoft Threat Modelingにて、脅威を発

見するためのガイドワード
– STRIDEは他の分析手法にも脅威分析部分で取り入れ

られているメジャーな手法
– 具体的な攻撃手法や脆弱性を特定する詳細攻撃分析

にはAttack Treeなど別手法と併用する必要がある
– 被害シナリオの導出が難しく、リスク評価しにくい

という課題がある

DNV GL ©52 https://download.microsoft.com/download/8/1/6/816C597A-5592-4867-A0A6-A0181703CD59/
Microsoft_Press_eBook_TheSecurityDevelopmentLifecycle_PDF.pdf

リスク特定

脅威分析 詳細
攻撃分析

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

攻撃パス、
脆弱性



STRIDEガイドワード

ガイドワード 説明
Spoofing 成りすまし 偽って他の誰かや何かのふりをすること

Tampering 改ざん 正当な許可なしに、データやコードを変
更すること

Repudiation 否認 実際には行った行為について、行ってい
ないと偽って主張すること

Information disclosure 情報漏えい 正当な許可なしに、データやコードを参
照すること

Denial of service サービス妨害 システムを機能不全に陥れること

Escalation of privilege 権限昇格 正当な許可なしに、システムの特権や他
のユーザー権限を取得し行使すること
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STRIDE脅威分析
1. 分析対象システムをDFD（データフロー図）で表現
2. DFD上の要素（箱 or 線）にSTRIDEを当てはめて脅威を連想する

 冗⻑な分析結果になることがある
– 例）「成りすまし」により何をするかが問題 → 改ざんすればTamperingと同じ

DNV GL ©54

DFD要素 STRIDE 連想して発見した脅威 脅威シナリオ

スマート
フォン

Spoofing 攻撃者がスマートフォ
ンに成りすます

攻撃者がスマートフォンに成りすまして、解錠コマ
ンドを送信して、金庫の鍵を開ける

コマンド Tampering 攻撃者が命令の内容を
改ざんする

攻撃者が送信中の状態確認コマンドを改ざんして解
錠コマンドにすることで、金庫の鍵を開ける

脅威を連想

分析者

S,T,R,I,D,E

脅威１

脅威２

脅威３

脅威４

発見された脅威分析対象システム

制御
マイコン

電子解錠
メカ

施錠監視
センサー

金庫

スマート
フォン

センサー値

解錠信号
コマンド

応答



STRIDEの課題：リスク評価の入力となる被害シナリオが不確かになる
 素直なリスク特定のやり方

– 人間が見て価値の分かる「資産」を把握しているので被害が分かり易い

 STRIDEからの被害分析
– 「資産」の把握が不十分なので、被害シナリオが妄想頼りになる傾向がある
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リスク特定

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

被害
シナリオ

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

被害分析
資産

攻撃パス、
脆弱性

リスク特定

脅威分析 詳細
攻撃分析

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

攻撃パス、
脆弱性

被害分析
脅威シナリオ

被害シナリオ

HEAVENS

DNV GL ©56 https://autosec.se/holisec-results/



HEAVENS

 スウェーデンの政府と自動車産業の共同
研究活動AutoSecで開発された分析手法

 攻撃分析
– STRIDEを使った車載E/E向け脅威分析
– DFD中の要素を「資産」と捉えること

で資産識別をしている

DNV GL ©57 https://autosec.se/holisec-results/

リスク特定

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

資産
攻撃パス、

脆弱性

HEAVENS – 脅威分析

ユースケースごとにDFDを作図 DFD中の各要素にSTRIDEを適用 → 脅威一覧

DNV GL ©58

• DFD上の要素を「資産」と捉えている
• 「資産」に対してSTRIDEを適用したもの

が「脅威」であると捉えている
• 具体的な被害はイメージしにくい

例) MemoryのRepudiationとは何が起こるこ
となのか？そして何が問題なのか？

DFD要素に対してSTRIDEを組み合わせただけ。

https://autosec.se/holisec-results/



TM-STRIDE

DNV GL ©59 http://www.ipa.go.jp/files/000060935.pdf

TM-STRIDE

 KDDI総合研究所が開発し、DNVGLがWP.29
対応向けに拡張したSTRIDEベースの分析手法
– 1つのExcelシートでリスク特定、リスク評

価、リスク対応の一式をカバー
– エキスパート向けの効率よい分析手法

 STRIDEの弱点である被害分析を改善
– 被害を想定しやすくするために、資産粒度

を機能、データ、インターフェースに制限
– 資産にSTRIDEを適用し、被害シナリオと脅威シナリオを導出する

DNV GL ©60 http://www.ipa.go.jp/files/000060935.pdf

リスク特定

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

被害
シナリオ

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

被害分析
資産

攻撃パス、
脆弱性



TM-STRIDE – 分析手順
資産識別 被害分析、攻撃分析
 システム構成図から機能、データ、インタ

フェースを見つける
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インタフェース

サーバ

スマート
フォン

デバッガ

機能 (F/W)

データ (ログ、鍵)

システム

LTE

Wi-Fi, Bluetooth

JTAG

保護領域 保護対象（資産）
機能 F/W
データ ログ、鍵
インタフェース LTE、Wi-Fi, BT、JTAG

 識別した資産にSTRIDEを適用し、
被害シナリオと脅威シナリオを連想する

 脅威シナリオには脆弱性も記載することで、
対策検討のための入力情報にもする

資産識別 脅威シナリオ 被害シナリオ

資産タイプ 資産名称 STRIDE
攻撃分析

(具体的な攻撃方法、脆弱性も記載)
被害分析

(具体的な被害内容)
リスクID

インタフェース
デバッグ機能

（JTAG)
なりすまし

JTAG等のデバッグポートに接続し、マ

イコンのデバッグ機能を悪用する。

マイコンのOS/FWが書き換えられる、暗

号鍵を読み取られる、マイコンの制御を

完全に奪われる、等。

1

WiFi なりすまし
SSIDのPSKを解析し、WiFiアクセスポイ

ントに接続し、任意のWiFi通信を行う。

第三者にWi-Fi接続され、ユーザーに提

供されているすべての機能と情報にア

クセスされる。

2

盗聴/漏

洩

脆弱なWiFi暗号方式の暗号通信を解析

して、通信内容を復号する。

第三者にWi-Fi通信の内容を盗聴され

る。
3

DoS
電波妨害（電子レンジなど）によりWiFi

通信を妨害する。

WiFi通信に依存した機能が使用できなく

なる。
4

Bluetooth なりすまし

脆弱なBluetoothペアリング方式を悪用

し、攻撃者が対象機器にペアリングし

て、任意のBluetooth通信を行う。

相手機器に成りすまされて、相手機器

からの通信内容に応じて対象機器が操

作される、または相手機器に渡した情報

が漏えいする。

5

盗聴/漏

洩

脆弱なBluetoothペアリング方式のペア

リングパケットを受信・解析することで、

リンクキーを解析し、ペアリング後の暗

号通信を復号する。

第三者にBluetooth通信の通信内容を

読み取られる。
6

DoS
電波妨害（電子レンジなど）により

Bluetooth通信を妨害する。

Bluetooth通信に依存した機能が使用で

きなくなる。
7

LTE なりすまし

対象機器の接続先サーバーに成りすま

して、対象機器からの接続を受け付け

る。基地局シミュレータを設置したり、イ

ンターネット側サーバーへの通信路中

でMITMしたり、手段は複数あり得る。

接続先サーバーに成りすまされて、接

続先サーバーからの通信内容に応じて

対象機器が操作される、または接続先

サーバーに渡した情報が漏えいする。

8

【リスク特定】 7.2.2.2 (b) identification

Step1）資産識別 Step2) 脅威分析

TM-STRIDE – STRIDE適用の効率化

 STRIDE適用対象のタイプに応じて、適用するSTRIDEを限定することで効率化

DNV GL ©62

STRIDE適用対象 適用するSTRIDE 意味する脅威の内容
機能 Information disclosure 機能を構成するプログラム内容の漏えい

Tampering 機能を構成するプログラム内容の改ざん
Escalation of privilege 任意操作の実行

データ Information disclosure データ内容の漏えい
Tampering データ内容の改ざん
Repudiation 否認

インタフェース Spoofing 正規の通信相手への成りすまし
Information disclosure 通信内容の漏えい
Denial of service 通信の妨害



THROP (J3061)

DNV GL ©63 https://pdfs.semanticscholar.org/ad0b/6d7046acb3ebe634945cb707308bd3b5e10f.pdf

THROP (J3061)

 Threat and Operability Analysis
– J3061で紹介されているが、詳細な文

献が見つからない
 HAZOPの考え方をサイバーセキュリ

ティに応用した被害分析の手法
– 対象システムの「主機能」にガイド

ワードを適用して最悪のシナリオを
連想する

DNV GL ©64 https://pdfs.semanticscholar.org/ad0b/6d7046acb3ebe634945cb707308bd3b5e10f.pdf

リスク特定

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

被害
シナリオ

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

被害分析
資産

攻撃パス、
脆弱性



THROP – 被害分析

1. 特定の機能やシステムを決める
– 例）Remote Vehicle Disable

2. その主機能（primary function）を特定する
– 例）Remotely disable the vehicle at the request of authorities

3. ガイドワードを当てはめて、最悪の被害シナリオを連想する
– 例）Malicious Intentional Vehicle Disable

 ガイドワードの例
– Malicious unintended “function”
– Malicious incorrect (too high, too low, …) “function”
– Malicious loss of “function”
– …
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残念ながらTHROPの論文が見つからず、具体的な手順・ガイドワードは不明

名古屋大HAZOPベースセキュリティ分析手法

DNV GL ©66 https://www.ipa.go.jp/files/000050227.pdf



名古屋大HAZOPベースセキュリティ分析手法

 名古屋大学の魏氏、松原氏、高田氏の
提案する脅威分析手法

 HAZOPの考え方をサイバーセキュリ
ティに応用した被害分析の手法
– STRIDEによる脅威分析のガイドワー

ド部分を変更
– 制御システム向けのガイドワード

DNV GL ©67 https://www.ipa.go.jp/files/000050227.pdf

リスク特定

脅威分析 詳細
攻撃分析

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

攻撃パス、
脆弱性

名古屋大HAZOPベースセキュリティ分析手法

データの流れやプロセスに着目し、
ガイドワードを適用して脅威を発見する

本手法のガイドワード

DNV GL ©68 https://www.chubu.meti.go.jp/b34jyoho/shiryo/20161025securityws/security-workshop-4-5.pdf

• STRIDEに比べ制御システムの特性に合わせ
たガイドワードであることが特徴

• 分析結果にどのような改善があるかは未確認



5W (TP15002)

DNV GL ©69 https://standards.globalspec.com/std/9969713/jsae-jaso-tp15002

5W (TP15002)

 自技会テクニカルペーパTP15002の分析手法
– 情報処理学会論文 IPSJ-JNL4101017 の改良版

 手順志向でシステマチックな分析手法
– 連想依存が少ない → 再現性が高い → 説明性が高い

 被害分析と脅威分析の両方をカバー
– 攻撃分析にはAttack Tree Analysisを組み合わせて使う

 導出される脅威シナリオの件数が多くなる課題があるが、
工夫/改善の余地は大いにある

DNV GL ©70 http://id.nii.ac.jp/1001/00012448/
https://standards.globalspec.com/std/9969713/jsae-jaso-tp15002

リスク特定

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

被害
シナリオ

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

被害分析
資産

攻撃パス、
脆弱性



5W – 分析手順

人、資産、エントリポイントを抽出 5つのWの要素を組み合わせて脅威シナリオを
生成する

DNV GL ©71 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzaWdzdGF3Z
WJ8Z3g6NTA3YzUyYjYyNDcxYzJjOQ

エントリポイント
• 3G/LTE回線
• Bluetooth
• SDカードスロット
• タッチパネル
• キーボード
• UART…

人物
• エンドユーザー
• 保守員
• …

資産
• 車両データ
• 制御データ
• 目的地
• ルート
• ログインID/PW
• 更新プログラム…

What ＝ 資産 × 資産に対する操作/作用
• ○○機能 を (許可なく) 停止 させる
• ○○機能 を (許可なく) 利用 する

被害分析

攻撃分析

5W – 課題と工夫/改善
課題：組み合わせ爆発しやすい
（網羅性のためには仕方ない側面もある）

以下のような工夫により生成される脅威数を
削減可能

 資産粒度を大きめにする
回路図に記載されるレベルの情報や機能を資
産として取り扱うのではなく、取り扱い説明
書に記載されるレベルの情報や機能を資産と
して取り扱う

 資産のグルーピング
資産へのアクセス許可の取り扱いが同じ資産
群をグループ化してひとまとめにして扱う

 親資産だけを資産扱いする
資産に親子関係がある場合（子資産の侵害が
親資産に波及する）、子資産は親資産の攻撃
分析のときに出てくるので資産識別時には扱
わない、等

DNV GL ©72



RWX

DNV GL ©73 https://webmagazine.dnv.co.jp/rwx.html

RWX
 DNVGL松並がソニーDNA時代に開発した分析手法

– 生い立ちは異なるが5Wの改良版的な手法
– 組み合わせ爆発を避ける様々な工夫の集合

 手順志向でシステマチックな分析手法
– 連想依存が少ない → 再現性が高い → 説明性が高い
– 手順と攻撃データベースによるAttack Tree Analysis

 ガイドワード：Read(読み), Write(書き), eXecute(実行)
– 計算機システムの現象は情報と機能にまつわる現象に

過ぎないというモデル化で分析手法全体を体系化

DNV GL ©74

リスク特定

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

被害
シナリオ

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

被害分析
資産

攻撃パス、
脆弱性

https://webmagazine.dnv.co.jp/rwx.html



RWX – 資産識別、被害分析
人間から見て価値の分かる単位のことばで
「機能」と「情報」を発見する

資産の種別に応じてRWXを適用して資産侵害
事象を導出後、被害シナリオを連想する

 【機能】通報発音機能
– 歩行者等が自動車の接近等を認知できる

よう、車の発進時に自動で発音する
 【情報】設定パラメタ
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車両接近通
報装置ECU

一時停止
スイッチ

スピーカ

メーター

DLC

設計情報

資産

音量 0:標準、1:標準+1、2:標準+2
発進時音量拡大 0:拡大しない、1:拡大する
停車時発音 0:発音しない、1:発音する

資産のグルーピング

資産の粒度の指針
資
産

資産
種別

侵害観点
RWX

資産侵害事
象

最悪の
被害シナリオ

通
報
発
音
機
能

機能 機能X妨害 必要な時に
音を鳴らせ
ない

→ 歩行者が自動
車の接近に気づ
かない → 接触事
故が起きる

機能X 勝手に音を
鳴らされる

→ 通報音が鳴り
続けて止められ
ない

設
定
パ
ラ
メ
タ

情報 情報R 第三者が設
定内容を読
む、知る

→ 特に被害なし

情報R妨害 利用者が設
定内容を読
めない

→ 特に被害なし

情報W 第三者が勝
手に設定を
変更する

→ 音量を最も小
さく設定 → 標準
音量で発音

情報W妨害 利用者が設
定変更でき
ない

→ カスタマイズ
できない → 困る

RWX – 脅威分析、詳細攻撃分析
エントリポイントを抽出する7つの手順にした
がって、Attack Tree 第２階層目をつくる

攻撃データベースを使って第3階層(攻撃方法)、
第4階層(脆弱性、成立条件)を書き出す
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脅威シナリオ

7つの手順

対象 攻撃方法 効果（できること） 成立条件（AND）

マ
イ
コ
ン

デバッグ
接続

メモリの読取/書換
入出力の読取/制御
マイコン動作の制御

・デバッグ機能が有効である
・デバッグIFに認証がない
・攻撃者がデバッグIFにアクセスできる

SW書き
換え

メモリの読取/書換
入出力の読取/制御
マイコン動作の制御

・SW書き換え機能が有効である
・SW書き換えIFに認証がない
・攻撃者がSW書き換えIFにアクセスできる

脆弱性攻
撃

メモリの読取/書換
入出力の読取/制御
マイコン動作の制御

・制御を奪える脆弱性がある
・攻撃検知機能がない
・攻撃者が攻撃データを脆弱性に到達させ
ることができる

攻撃DB → 攻撃方法
攻撃DB → 成立条件



TVRA

DNV GL ©77 https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102100_102199/10216501/05.02.03_60/ts_10216501v
050203p.pdf

TVRA

 欧州電気通信標準化機構(ETSI)によっ
て策定されたリスク分析手法

 脅威や攻撃の詳細分析をすることなく、
エキスパートの知識・経験から必要な
セキュリティ対策をトップダウンに導
出する手法（のように見える）

DNV GL ©78 https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102100_102199/10216501/05.02.03_60/ts_10216501v
050203p.pdf

リスク特定

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

被害
シナリオ

脅威
シナリオアイテム

設計情報 被害分析
資産

攻撃パス、
脆弱性

セキュリティ
目的

セキュリティ
機能要求

セキュリティ
機能要求 資産一覧エキスパー

ト分析 脆弱性、脅威



TVRA – 分析手順
分析手順 成果物の構造
1. 対象システムの範囲と動作環境を文書化
2. 対象システムが果たすべきセキュリティ

目的(security objectives)を特定
3. それに必要なセキュリティ機能要求を特定
4. 以上の検討により判明する保護すべき資産

を特定
5. 脆弱性と脆弱性を悪用する脅威の特定 …
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一応、CIAAA※の5つの観点で検討することになっているが
いきなりセキュリティ対策の話が出てきている。
CIAAA: 機密性、秘匿性、可用性、認証性、説明性

分析例：

OCTAVE

DNV GL ©80 https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetID=309051



OCTAVE

 カーネギーメロン大学によって開発された
「組織」のリスクを分析する手法
– システムのセキュリティが対象ではない
– OCTAVEには多数のバリエーションがある

 運用/ビジネス側の人とIT側の人で構成する
分析チームで、運用/ビジネスとセキュリ
ティのバランスを考慮しつつ組織のセキュリ
ティリスクを分析し対策を決めていく

 分析技法はなくブレインストーミング的分析

DNV GL ©81 https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetID=309051

リスク特定

資産識別 脅威分析 詳細
攻撃分析

被害
シナリオ

脅威
シナリオアイテム

設計情報

被害分析 攻撃分析

被害分析
資産

攻撃パス、
脆弱性

OCTAVE – 分析技法はとくに提供されていない
全体の全体像
1. 組織全体のセキュリティ要求分析
2. IT基盤の脆弱性を特定
3. セキュリティリスク管理の戦略立案

 組織全体のセキュリティ要求分析（右）
– シニアマネジャにヒアリング
– 運用領域のマネジャにヒアリング
– 担当レベルの人にヒアリング
– 以上で見つかった資産、脅威、リスク評

価、現在の資産保護状態をまとめる

1. Identify Enterprise Knowledge. This process 
identifies what senior managers perceive to be the 
key assets and their values, the threats to those 
assets, indicators of risk, and the current protection 
strategy employed by the enterprise.

2. Identify Operational Area Knowledge. This process 
identifies what operational area managers perceive 
to be the key assets and their values, the threats to 
those assets, indicators of risk, and the current 
protection strategy employed by the enterprise.

3. Identify Staff Knowledge. This process identifies 
what staff-level personnel perceive to be the key 
assets and their values, the threats to those assets, 
indicators of risk, and the current protection 
strategy employed by the enterprise.

4. Establish Security Requirements. This process 
integrates the individual perspectives identified in 
the first three processes to produce an enterprise 
view of the assets, threats, protection strategies, 
and risk indicators. In addition, the security 
requirements of the enterprise are identified.

DNV GL ©82

• 組織を階層的に捉えて分析していくやり方を提案し
ている

• 自動車も車両、アイテムと階層構造を成しているの
で、OCTAVEからヒントが得られるかもしれない



SAFER, SMARTER, GREENER

リスク評価手法の捉え方

DNV GL ©83

リスク評価
攻撃容易性

算定リスク算定

リスク対応

影響算定
Impact Likelihood

Severity

対策設計
対応方針

セキュリティ
要求

攻撃パス、脆弱性被害シナリオ

リスク算定の構造

 リスク算定方式の多くは Impact と Likelihood の２要素をもとに計算する

 それぞれのリスク評価手法はImpact軸、Likelihood軸の値を算出する方法を決める
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3 Medium High Critical
2 Low Medium High
1 Note Low Medium

1 2 3
Likelihood（発生しやすさ）→ 攻撃しやすさ

Im
pa

ct
（

影
響

の
大

き
さ

）

Severity（リスク値）

リスク評価
攻撃パス、脆弱性

攻撃容易性
算定リスク算定影響算定

Impact Likelihood

Severity(リスク値)

被害シナリオ



調査したセキュリティ分析手法

リスク特定手法 リスク評価手法
 Attack Tree Analysis
 EVITA – Dark-side scenarios
 Microsoft Threat Modeling (STRIDE)
 HEAVENS
 TM-STRIDE
 THROP (J3061)
 名古屋大学HAZOPベースセキュリティ分析手法
 5W (TP15002)
 RWX
 TRVA
 OCTAVE

 CVSS
 CC/CEM – Attack Potential
 EVITA
 HEAVENS
 CRSS (TP-15002)
 RSMA (TP-15002)
 TM-STRIDE

DNV GL ©85

CVSS（Common Vulnerability Scoring System）

DNV GL ©86 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSSv3.html



CVSS
 ITシステム分野における代表的なセキュリ

ティリスク評価方法
– 歴史と実績のある手法

 既に完成したシステムが運用状態にあること
を想定したリスク評価項目が充実している
– 例）誰でも使える攻撃コードがあるか？
– 例）脆弱性を解消するパッチがあるか？

 車載向けにはそのまま使用するのは微妙であ
るという意見が多くあり、様々なリスク評価
手法の提案がある

DNV GL ©87 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSSv3.html

リスク評価
攻撃パス、脆弱性

攻撃容易性
算定リスク算定影響算定

Impact Likelihood

Severity(リスク値)

被害シナリオ

CVSS
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 基本評価基準

– 「基本評価基準」は脆弱性そのものの深刻度を評価する基準
– 他に「現状評価基準」「環境評価基準」という出荷後製品に関する基準もある

評価軸 評価項目 説明
Impact 機密性への影響 情報漏えいの影響範囲はどの程度か？

完全性への影響 情報改ざんの影響範囲はどの程度か？
可用性への影響 停止・遅延の影響範囲はどの程度か？
スコープ 脆弱性の影響は他システムに及ぶか？

Likelihood 攻撃元区分 どこから攻撃可能か？
攻撃条件の複雑さ 攻撃の成立条件はどの程度複雑か？
必要な特権レベル 攻撃にはどの程度の権限が必要か？
ユーザー関与レベル 攻撃にはユーザーの関与が必要か？



CVSS

評価項目ごとにレベル感 リスク値の算出方法

DNV GL ©89

CC/CEM – Attack Potential

DNV GL ©90 https://www.ipa.go.jp/security/jisec/cc/documents/CEMV3.1R5-J1.0.pdf



CC/CEM – Attack Potential
 Attack Potential（攻撃能力）

– Common Criteria (ISO/IEC 15408)で用いられている攻撃難
易度の算定方法

– 攻撃シナリオ実現のために、攻撃者に要求される能力レベル
（攻撃難易度）を数値表現したもので、逆に捉えれば攻撃容
易性として扱えることができる

 他のリスク評価手法の構成要素として参照されている
 Attack PotentialはISO/IEC 18045で規定されている

DNV GL ©91 https://www.ipa.go.jp/security/jisec/cc/documents/CEMV3.1R5-J1.0.pdf

リスク評価
攻撃パス、脆弱性

攻撃容易性
算定リスク算定影響算定

Impact Likelihood

Severity(リスク値)

被害シナリオ

CC/CEM – Attack Potential

 ある攻撃シナリオについて、攻撃に必要となる(1)所要時間、(2) 技術、(3) 知識、
(4)機会、(5)機器を下表に基き判定し、5つの値の合計を算出する → Attack
Potential
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所要時間 値
≦1日 0
≦1週間 1
≦2週間 2
≦1ヶ月 4
≦2ヶ月 7
≦3ヶ月 10
≦4ヶ月 13
≦5ヶ月 15
≦6ヶ月 17
＞6ヶ月 19

専門性 値

素人(Layman) 0

熟練者(Proficient) 3

エキスパート 6

複数のエキスパート 8

知識 値
公開情報(Public) 0
取扱制限された情報 3
機密指定された情報 7
極秘指定された情報 11

機会 値
不要 or アクセスが無制限 0
＜1日、＜10サンプル 1
＜1ヶ月、＜100サンプル 4
≧1ヶ月、≧100サンプル 10
十分なアクセスができない **

機器 値
不要、容易に入手可能 0
大変だが入手可能 4
特注品か自作が必要 7
複数の特注品 9

ISO/IEC 18045 v3.1r5 Apr 2017 B.4.2.2



EVITA

DNV GL ©93 https://www.evita-project.org/deliverables.html

EVITA
 EUのEVITA projectで提案された自動車サイ

バーセキュリティ向けリスク評価手法
 4次元ベクトルのリスク値

– Safety, Financial, Operational, Privacyの
リスク値をそれぞれ算定する

– 後工程のリスク対応にて「Safetyだから
FS担当者に相談」といった判断もできる

 機能安全 ISO 26262 を意識した算定方法
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リスク評価

攻撃パス、脆弱性

攻撃容易性
算定リスク算定影響算定

Impact Likelihood

Severity (Safety, Financial, Operational, Privacy)

被害シナリオ

回避可能性
算定

Controllability

https://www.evita-project.org/deliverables.html



EVITA – リスク算定軸

 SafetyとNon-Safety(Financial, Operational, Privacy)でリスク算定の軸が異なる

– EVITAではImpactをSeverity、LikelihoodをAttack Probabilityと表記するが、こ
こではより一般的に使われるImpactとLikelihoodと表記することにする

DNV GL ©95

Impact

Likelihood

Controllability

Impact

Likelihood

Safetyは3軸 Financial, Operational, Privacyは2軸

EVITA – Impact

 発生し得る被害のタイプ（SFOP）ごとにImpactをclassify

DNV GL ©96

EVITA D2.3



EVITA – 4次元ベクトルのリスク値
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攻撃パス、脆弱性

攻撃容易性
算定リスク算定影響算定

Impact(Safety)

Likelihood

Severity(Safety)
Severity(Financial)

Severity(Operational)
Severity(Privacy)

被害シナリオ

回避可能性
算定

Controllability

Impact(Financial)

Impact(Operational)

Impact(Privacy)

EVITA – Likelihood

 Attack Potentialにより攻撃の難しさを算出し、対応表によりLikelihoodを5段階の
Attack Probabilityに変換する
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所要時間 値
≦1日 0
≦1週間 1
≦2週間 2
≦1ヶ月 4
≦2ヶ月 7
≦3ヶ月 10
≦4ヶ月 13
≦5ヶ月 15
≦6ヶ月 17
＞6ヶ月 19

攻撃者の技術レベル 値

素人(Layman) 0

熟練者(Proficient) 3

エキスパート 6

複数のエキスパート 8

対象システムの知識 値
公開情報(Public) 0
取扱制限された情報 3
機密指定された情報 7
極秘指定された情報 11

攻撃成功に必要な…

対象システムへのアクセス 値
不要 or アクセスが無制限 0
＜1日、＜10サンプル 1
＜1ヶ月、＜100サンプル 4
≧1ヶ月、≧100サンプル 10
十分なアクセスができない **

機器 値
不要、容易に入手可能 0
大変だが入手可能 4
特注品か自作が必要 7
複数の特注品 9

ISO/IEC 18045 v3.1r5 Apr 2017 B.4.2.2

Attack Potential = 以下５要素の値の合計値

Attack
Potential

Attack
Probability

0-9 5
10-13 4
14-19 3
20-24 2
≧25 1

(攻撃の発生しやすさ）



EVITA – Controllability
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Class Meaning 日本語
C1 Despite operational limitations, avoidance of 

an accident is normally possible with a 
normal human response.

操作上の制限にもかかわらず、事故の回避は通
常の人間の対応で通常可能である。

C2 Avoidance of an accident is difficult, but 
usually possible with a sensible human 
response.

事故の回避は困難だが、通常は賢明な人間の対
応によって可能である。

C3 Avoidance of an accident is very difficult, but 
under favorable circumstances some control 
can be maintained with an experienced 
human response.

事故を回避することは非常に困難だが、好まし
い状況下では、経験豊富な人間の対応である程
度の制御を維持できる。

C4 Situation cannot be influenced by a human 
response.

人間の反応によって避けられない状況である。

EVITA – Severity

 リスク値（非Safety）
– R0~R6

 リスク値（Safety）
– R0~R7+

 リスク値の最大値は
Safety＞非Safety
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HEAVENS

DNV GL ©101 https://autosec.se/holisec-results/

HEAVENS
 EVITAのリスク評価手法をシンプルに調整し

たリスク評価手法
– SFOPのそれぞれの算出テーブルが調整さ

れている
– SFOPの4軸でImpactを算定したあと1つの

Impact値にマージ
– その後はシンプルなImpactとLikelihoodか

らのSeverity算出
– Controllabilityは考慮しない
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リスク評価
攻撃パス、脆弱性

攻撃容易性
算定リスク算定影響算定

Impact Likelihood

Severity(リスク値)

被害シナリオ

https://autosec.se/holisec-results/



HEAVENS – SFOP Impacts → Impact
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Safety

Financial

Operational

Privacy and legislation

Safety + Financial + Operational + Privacy and legislation

HEAVENS – Likelihood

 他の分析手法におけるLikelihood算出パラ
メータを比較検討

 CC/CEM Attack Potentialから「攻撃時間」
を除いた4パラメータが共通に使われている
ことから、この4パラメータを使っている
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専門性

知識

機会

機器



HEAVENS – Severity

 対応表でImpactとLikelihood(Threat Level)からSeverity(Security Level)を決定
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CRSS (TP-15002)

DNV GL ©106 https://standards.globalspec.com/std/9969713/jsae-jaso-tp15002



CRSS（CVSS based Risk Scoring System）
 自技会テクニカルペーパTP15002のリスク評価手法の一つ
 CVSSv2の基本値をほとんどそのままリスク評価に使う手法

DNV GL ©107 https://standards.globalspec.com/std/9969713/jsae-jaso-tp15002

リスク評価
攻撃パス、脆弱性

攻撃容易性
算定リスク算定影響算定

Impact Likelihood

Severity

被害シナリオ

CRSS
 区分の文言がCVSSと異なる程度で、あとは同じであるようだ

DNV GL ©108



RSMA (TP-15002)

DNV GL ©109 https://standards.globalspec.com/std/9969713/jsae-jaso-tp15002

RSMA（Risk Scoring Methodology for Automotive systems）
 自技会テクニカルペーパTP15002のリスク評価手法の一つ
 Impact

– 被害シナリオの被害分類を判断する
– セーフティ、個人情報/プライバシ、財産/企業価値

– 被害分類に応じた影響度判定表でImpactを決定
 Likelihood

– CC/CEM Attack Potentialをシンプルにしたもの
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リスク評価
攻撃パス、脆弱性

攻撃容易性
算定リスク算定影響算定

Impact Likelihood

Severity

被害シナリオ



RSMA（Risk Scoring Methodology for Automotive systems）
Impact Likelihood

被害分類 影響度 内容
セーフティ なし 人に影響を及ぼさない

小 軽症
中 重症
大 生命を脅かす

個人情報/
プライバシ

なし 個人情報/プライバシでない
小 単独では、個人の特定が困難な情

報
大 個人が特定できる情報

財産/
企業価値

なし 財産/企業価値に影響を及ぼさない
小 社内への影響だけ（事業への影

響：小）
中 お客様に影響（事業への影響：

中）
大 お客様及び事業に影響（事業への

影響：大）
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パラメータ 判断基準 値
所要時間 現実的 0

非現実的 19
専門知識 素人 0

専門家 3
TOEの知識 公開情報 0

ディーラ、開発・製造者が入手できる
情報

3

一部の限定されたものだけが入手でき
る情報

7

機会 アクセス不必要
アクセス必要/無制限でアクセス可能

0

アクセスが必要/回数限定 4
アクセスが必要/アクセス不可能 19

機器 市販製品（市販のHW・SW製品など） 0
特殊製品（ディーラが所有する製品な
ど）

4

特別注文品(開発専用の製品など） 8

TM-STRIDE

DNV GL ©112 http://www.ipa.go.jp/files/000060935.pdf



TM-STRIDE
 KDDI総合研究所が開発し、DNVGLがWP.29対応向けに拡張したSTRIDEベースの

分析手法
 Excelシートでリスク特定 → リスク評価 → リスク対応をまとめて管理できる
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リスク評価
攻撃パス、脆弱性

攻撃容易性
算定リスク算定影響算定

Impact Likelihood

Severity

被害シナリオ

リスク特定 リスク評価 リスク対応

http://www.ipa.go.jp/files/000060935.pdf

TM-STRIDE

 主要な複数のリスク評価手法から使いやすい算定基準を拝借 → 説明しやすい

DNV GL ©114

Impact Likelihood脅威シナリオ / 攻撃方法

安全：Safety 財産：Financial プライバシ/法令：Privacy and Legislation 影響範囲：Scope of Impact
高:1000 生命を脅かす障害（生存がはっきり

しない）
高:1000 お客様及び事業に影響（事業への影

響：大）
高:100 複数人に及ぶ悪用のあるプライバシ

侵害、事業運営/財務に重大な影響を
与える法令違反

高:100 複数車両に影響し、リプロ等による
回復手段がない(マスター鍵の漏えい
等)

中:100 重度および生命を脅かす障害（生存
の可能性がある）

中:100 お客様に影響（事業への影響：中） 中:10 成りすましなど悪用のあるプライバ
シ侵害、事業運営/財務に影響を与え
る可能性がある法令違反

中:10 複数車両に影響だが、リプロ等によ
り回復手段がある

低:10 軽度および中程度の障害 低:10 社内への影響だけ（事業への影響：
小）

低:1 成りすましなど悪用のないプライバ
シ侵害、事業運営/財務に大きな影響
のない法令違反

低:1 車両1台だけに影響

無:0 傷害なし 無:0 財産/企業価値に影響を及ぼさない 無:0 プライバシ侵害なし、法令違反なし 無:0 影響なし
出典：26262のSeverity、数値はHEAVENS 出典：RSMA(TP-15002)、数値はHEAVENS 出典：HEAVENS - Privacy & Legislation 出典：DNVGL独自



TM-STRIDE

 Likelihoodは攻撃の難易度に加えて、攻撃者のモチベーションも加味
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Impact Likelihood脅威シナリオ / 攻撃方法

難易度：Difficulty 攻撃の価値：Value of gain
不可 （攻撃成立にはセキュアエレメント内の暗号鍵が必要であるなど）攻撃が

不可能と考えられる根拠がある
高 金銭的な価値を得られる、利用者に被害を与えられる

高 攻撃の成立条件を満たすことが極めて困難（タイミング依存など）であ
り、理論的には攻撃可能であるが実際はほぼ不可能である

中 名声を得られる

中 攻撃対象ごとに手作業による調整が必要であり、自動化がほぼ不可能であ
る

低 楽しめる、知識を得られる

低 誰でも攻撃可能、攻撃を自動化/ツール化できる 無 得られる価値がない

出典：DNVGL独自 出典：DNVGL独自
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