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1792 年、ジャン･ジャック･ルソーとトーマス・ジェファーソ

ンが表した平等の思想から力を得たパリの民衆は、フラ

ンス国軍に突進してその剣をかわし、1000 年にわたり君

臨してきた王室を崩壊させました。 

現代では、丹念に作り込まれたデジタルコードの羅列と

して表される知恵により、防護策をかわし、国家の核物

質遠心分離機をひそかに破壊したり、1800 万ファイルに

およぶ官僚の機密情報を他国から盗んだりしています。

ビジネスの世界では、丹念に作り込まれたパケットコード

が多くの企業の防御をすり抜けて、企業やユーザの機密

データを盗んでいます。その中には、数十億ドル規模の

世界的なブランドが何十年もかけて築いてきた信用が、

このような攻撃で失墜してしまった例もあるのです。 

もっとも精緻な階層型のサイバーセキュリティにも、たくさ

んの脆弱性が含まれています。このような脆弱性を発見

し、その弱点を突く手段を開発するには、創造的で粘り

強い人類の知恵が必要なのです。これこそ、ペンテスト

実施者の使命です。 

エシカル」ハッキングを実施することで、所属組織におけ

るセキュリティの弱点とデジタルリスクを、ほかの誰かが

偶然または悪意から暴いてしまう前に、あぶり出すこと

ができます。 

「ペンは剣よりも強し」 
エドワード・ブルワー＝リットン、1839 年 

 

 

 

 

 

ペンテスト：セキュリティ欠陥の発見
に必要な人類の知恵 

 

ペンテストが必要な理由 
侵入テスト（ペネトレーションテスト、通称ペンテスト) とは、特殊スキルを持つ

攻撃チームに組織のソフトウェア、インフラストラクチャ、ネットワークを攻撃さ

せるテストのことです。攻撃チームはセキュリティの弱点を探り、それを悪用し

て資産に到達しようと試みます。 

テストを実施するチームは、攻撃によって生じ得る損害の範囲を調査し、発見

した脆弱性それぞれのリスクレベルを特定し、レポートを発行します。ペンテ

ストレポートは、組織がセキュリティの弱点に優先順位をつけてリスクを減ら

す上で役立ちます。 

ペンテストと脆弱性評価の違い 
脆弱性評価では、脆弱性の特定と記録およびランク付けが行われ、必要な緩

和策が提唱されます。ペンテストは、脆弱性を特定するだけでなく、その脆弱

性を使った模擬攻撃を行います。技術も意欲も備えた攻撃者がひとたびネッ

トワークに入り込んだときに、組織が受ける可能性のある攻撃がシミュレート

されるのです。 

ペンテスト実施者に求められること 
侵入テストのためのセキュリティパートナーを評価するには、以下の基準を考

慮しましょう。 

堅実な実績：将来のパートナーには、セキュリティ分野における長い経験が

求められます。次のような項目に精通している必要があります。 

 企業の開発フレームワーク 

 ネットワーキングプロトコル 

 MiTm （ Man-in-the-middle 
attacks、中間者攻撃） 

 ARP スプーフィング 

 マルチプラットフォームシステ

ム管理 

 パスワードの 保管 （ LM 、

NTLM、シャドウなど） 

 データベースシステム 

 スクリプテ ィング （ Ruby 、

Python、Perl など） 

 その他の重要なセキュリティ

ツールセット 
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以下のいずれかの実績があるか確認しましょう。 

 DerbyCon、DEF CON、ShmooCon などのピアカンファレンスで発言 

 オープンソースプロジェクトに貢献 

 脆弱性に関する新しい知識を自身の責任で発表 

 セキュリティ教育に寄与するブログ記事を執筆 

ペンテストのパートナーを選ぶ際には、証拠を集め、上記基準の証明やシナリオの提示を要求し、それから決定するようにし

ましょう。 

コミュニケーション能力：ペンテスト実施者は、高度に熟練した技術者である一方、発見した内容や推奨を日常的な言葉で説

明できなければなりません。特に、技術畑ではない幹部に納得してもらいたい場合、この能力が重要になります。 

テストの専門知識とリソース：テスト経験の深さ、範囲は？ テストを中核事業のひとつとしている業者か？ 

どんなテストリソースを使っているか？ 実環境の条件をシミュレートして現実的なトラフィックを生成する知識があるか？ ネット

ワーク機器メーカーとのトラフィック性能試験と限界値測定の実績有無は、有用な情報となります。 

可能な場合（ただし、制御された環境において）、システムに負荷をかけてあふれさせることが重要です。この手法により、マ

ルウェア／侵入検出がバックグラウンドに押し込まれ、攻撃の足掛かりを作ることができるからです。また、数千種類の最新

アプリケーションを含むテストクラウドにアクセスするのも有益です。これにより、信頼性のあるペイロードでトラフィックが生成

され、現実的な条件でネットワークをテストすることができます。 

ペンテストの要素 
ペンテストパートナーと共同でテストの全体計画を練る際には、以下の要素、すなわちテストのさまざまな側面が議論や検討

の対象になるでしょう。 

テストを実施する場所 
 外部：境界へのテストと攻撃を、ファイアウォールの外から行います。 

 内部：テストと攻撃を、ファイアウォールの背後から、または VPN を使用して行います。これには、以下で説明するアプ

リケーション層とネットワーク層のテストが含まれます。通常、外部フェーズと内部フェーズの両方をペンテストの一環と

して行うのが一般的です。 

 アプリケーション層：これにより、安全性の低いアプリケーションの設計、設定が特定されます。 

 ネットワーク層：自動化ツールがインフラストラクチャの設定を調べ、アタックサーフェス、すなわち攻撃される可能性の

ある対象領域を突き止めます。 

テストのタイプ 
テストには 3 つのタイプがあり、セットアップの状況やテスト実施者に事前提供される情報の範囲によって、タイプが選択され

ます。タイプは以下のとおりです。 

 ブラックボックス：環境に関する事前情報は一切提供されません。これは、何が発見できて何を優先的に保護すべきな

のをあぶり出すのに役立ちます。 

 グレイボックス：一部の情報が提供されます。これにより、インフラストラクチャの一定の側面が確実にテストされます。

また、外部から発見可能なものを解明することもできます。 

 ホワイトボックス：環境に関する広範囲の情報が提供されます。この結果、セキュリティ防衛に最大の圧力をかける最

悪の攻撃がシミュレートされます。 
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テストチームとクライ

アントが目標を設定

し、テスト対象システ

ムの概略をまとめま

す。 

テストチームが、ネット

ワークに侵入するあら

ゆる経路を探ります。

たとえば以下のような

ものがあります。 

 バックドア、レガシー

システム、無効にな

ったセキュリティ、古

いパッチ、脆弱なパ

スワードポリシー、

無防備なバックアッ

プデータ、使われて

いない不要なサービ

ス 

 制御や認証がない

こと、権限の昇格や

マルウェアのインス

トールが可能である

こと 

 職員へのソーシャル

エンジニアリング攻

撃による情報、クレ

デンシャルの捕捉 

テストチームの独自

の手法によって、発

見した脆弱性の悪用

と攻撃が行われ、そ

れぞれの脆弱性がは

らむ最大限のリスクレ

ベルが明らかになり

ます。 

テストチームが、系統

的に権限を昇格させ

ることにより、感染し

たシステムを足掛か

りに、システムやリソ

ースにさらにアクセス

を進めていきます。 

テストチームがリスク

と脆弱性をリストアッ

プして優先順位を付

け、発見された脆弱

性それぞれに改善策

を提案します。 

 

  

スコーピング 発見 攻撃と悪用 利用後 レポート 
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攻撃の発端となるポイント 

 

環境タイプに応じて、狙われやすい独自の脆弱性が存在する 

 

SCADA の攻撃 
SCADA（Supervisory Cntrol And Data Acquisition：監視制御とデータ取得）ネットワークは、攻撃者にとってうまみのあるタ

ーゲットです。なぜなら、私たちの生活に深く関わる電気、天然ガス、ガソリン、水、廃棄物処理、輸送ネットワークを制御して

いるだけでなく、著しい脆弱性をかかえているからです。 

ほとんどの SCADA ネットワークで設備は旧式であり、設計の際には効率と信頼性は考慮されていてもセキュリティは考慮さ

れていませんでした。たいていの場合、セキュリティソリューションは後付けで、そこからさらなる脆弱ポイントが生まれる傾向

にあります。 

たとえば、CNBC の報道によると、あるハクティビストグループがサイバー攻撃によってニューヨーク郊外のダムの制御システ

ムにアクセスしたことを認めています。侵入者は、1か月にわたって計6回、（ユーザの名前やパスワードが含まれる）ファイル

にアクセスし、読み取りを行いました。ハッカーによってダムが実際に操作されることはありませんでしたが、それが試みられ

た可能性はあります。幸運なことに、1940 年代に作られた水門開閉制御装置は、完全には動作しなかったのです。ある米上

院議員の言葉を借りれば、その攻撃は「バケツ一杯の氷水を顔に浴びせかけられたよう」な出来事でした。 

 

  

ネットワーク モバイルアプリ 

ウェブアプリ IoT 
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SCADA ネットワークの中には、そのダムとは異なり、インターネットから完全に分離されたものもあるでしょうが、それが誤っ

たセキュリティ意識を生んでしまう可能性もあります。電気通信ネットワークには、多くのバックドアやセキュリティホールがあり

ます。メッセージのやり取りが傍受および解析され、たとえば中間者攻撃などに舵を切ることもあり得るのです。 

ビジネス･パートナー、納入業者、規制官庁などの第三者にSCADAネットワークへのアクセス権が与えられていることも多く、

そのアクセスが不正利用されてしまう可能性もあります。攻撃者が、保護されていない遠隔地の拠点を物理的に調査して、動

作可能なネットワークアクセスポイントを探したり、盗聴可能なケーブルや侵害可能な無線およびマイクロ波リンクを特定した

りしているかもしれません。 

パスワードを片っ端から試す総当たり攻撃によって、パスワードが解読される可能性もあります。ある攻撃者が、ある公益企

業（匿名）のリモートアクセス機能に総当たり攻撃を仕掛け、制御系ネットワーク経由で侵入に成功した事例があります。 

米国土安全保障省の ICS-CERT（Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team:産業制御システム緊急

対応チーム）は、2014 年の攻撃対応件数を 245 件と報告しており、その 3 分の 1 はエネルギー分野が対象だったといいま

す。 

攻撃者が狙う脆弱性のひとつに、VSAT（Very Small Aperture Terminal:超小型地上局）の利用があります。VSATとは、遠隔

地へのブロードバンドインターネットアクセスを提供する小型パラボラアンテナベースのコンピュータシステムで、POS
（Point-Of-Sale:販売時点情報管理）、クレジット･カード取引、SCADA 他ナローバンドデータを送信します。 

Computerworld のレポートによれば、世界では 290 万の VSAT 局が稼動しており、その多くが、防衛、金融、工業分野の機

密データの送信に利用されています。そのうち1万台を超えるデバイスが、telnetアクセスおよび脆弱なパスワードやデフォル

トパスワードの利用により、サイバー攻撃対象として「オープンな」状態にあります。 

IoT（Internet of Things:モノのインターネット）の攻撃 
ある国際的な通信会社は、2020 年までに IoT デバイスの数は 50 億を超えると予測しています。つまり、あとわずか 4 年で 4
倍に増えることになります。このような普及例のひとつとして、部品の交換時期を知らせる産業用制御装置内のセンサーがあ

ります。ゴミでさえ、ワイヤレスのレポート機能でオンライン化され、ゴミ箱が一杯になったことや、収集の必要有無などを通知

するのです。 

IoT の成長の速さの理由はシンプルです。デバイスが接続されると、お互いに通信を交わすことにより、価値が飛躍的に増大

するのです。車やドローンが自律で走行または飛行し、キッチンは食品を補充します。デバイスのネットワークが人間やネット

ワーク同士から学習し、生産性を向上させて、私たちのニーズにいっそう応えてくれるのです。 

しかし、IoT の成長により、新たなアタックサーフェスが数多く生まれます。あるセキュリティ専門家は、約 800 メートル先の高

性能アンテナからのワイヤレスハッキングでインシュリンポンプをリモート制御し、人を死に至らしめることも可能だと示しまし

た。また、総当たり攻撃の成功によって車のリモコンキーのユニークコードを見破られたり、インターネット対応のベビーモニタ

ーをハッキングされ、子どもの声や姿を見聞きされたりした例もあります。 

攻撃者は IoT デバイスを探り、リモートコード実行、不正アクセス、認証の回避、非暗号化データまたは PII（Personally 
Identifiable Information:個人識別情報）の窃取などの脆弱性を見つけようとします。 

また、デバイスのファームウェアの弱点や、署名なしのアップデートをダウンロードする機能、あるいは低セキュリティの FTP
プロトコルの使用も攻撃者に狙われることになるでしょう。 
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IoT デバイスに強力なパスワードが欠けていることは明らかですが、これは珍しいことではありません。あるセキュリティアナリ

ストは、10 のセキュリティシステムのうちすべてで「123456」がパスワードとして受け入れられていることを発見しました。別の

実証プロジェクトでは、あるウェブサイトから 7 万 3000 か所の防犯カメラにアクセスすることができましたが、それらは、デフォ

ルトのパスワードを使用していたためハッキングされた「経緯」もしくは「過去」のある防犯カメラでした。 

ネットワークの攻撃 
Network World に掲載された記事によると、ネットワークの攻撃では比較的新しい脆弱性よりも古い脆弱性のほうが悪用され

る傾向にあることが指摘されました。その報告では、セキュリティ侵害の 44 パーセントは 2～4 年前から存在する脆弱性によ

るものだといいます。サーバの不適切な設定が攻撃ベクトルのトップとなっており、それはテスト実施者が想定する主な脆弱

性のひとつでもあります。 

ネットワークにアクセスした攻撃者は、ファイルとデータの検索を開始し、ログインクレデンシャルを盗もうとしてパスワードを片

っ端から試し、アカウントをハッキングし、権限を昇格させ、システムを感染させ、ネットワークトラフィックを傍受し、ネットワー

クデバイスをスキャンします。 

攻撃者はユーティリティをダウンロードして処理を実行しながら、その動きを隠そうとします。そのための手段としては、大量ト

ラフィックへコードを紛れ込ませる、セクション単位でのダウンロード、コードの難読化や暗号化などが使われます。マルウェア

さえも、音声/ビデオのファイルや画像の中にマスキングすることができるのです。 

リモートアクセスと VPN（Virtual Private Network:仮想プライベートネットワーク）は、ビジネスにとって重要ですが、攻撃者に

とっても重宝します。多くの企業が、認証を受けた関係者へのアクセスを制限する、あるいは VPN ソフトウェアを最新の状態

に保つということをしていません。一部のATM端末などのネットワークも、Windows XPなど安全性の低いオペレーティングシ

ステムで構成されているのです。 

攻撃者は、ネットワーク内をのぞいて、退職した従業員の特権アカウントやクレデンシャルがまだ残っていないか探します。暗

号化されていない機密データが見つかることも少なくありません。 

管理者パスワードが脆弱であったり、ローカル管理者パスワードを共有することは、ネットワークの脆弱性につながる二大原

因です。ネットワーク管理者が新しく入ってきた社員に簡単なパスワードを割り当て、後で変更するよう指示するケースもあり

ますが、多くの社員が、変更せずにそのまま使用しています。また、パスワードの使用期限がないため、変更を強制されるこ

ともないのです。 

レガシーネットワークでよく使われているもうひとつの攻撃ベクトルが、LLMNR（Link-Local Multicast Name Resolution:リン
クローカルマルチキャスト名前解決）ポイズニングです。これは、Microsoft Windows の Vista と Server 2008 で、LLMNR プ

ロトコルを使って内部ネットワークへのアクセスを可能にするものです。 

ウェブアプリの攻撃 
ウェブアプリケーション層は、もっともアクセスしやすい攻撃ベクトルのひとつで、防御がもっとも困難なものでもあります。

eWeek誌は、全データ侵害の8.1パーセントがSQLインジェクションによるものであることを報告しています。攻撃者は、SQL
データベースのコマンドをデータ入力フィールドに紛れ込ませる可能性を探り、その結果、データの配信、データの破損、悪意

あるコードの移植、テーブルの削除、ユーザの削除をウェブアプリケーションに実行させます。 

攻撃者はあるいは、XSS（Cross-Site Scripting:クロスサイトスクリプティング）攻撃によってフィッシングリンクを送信します。

これにより、本来は信頼済みのURLから、脆弱なアプリケーションを通して、悪意あるスクリプトのリレーが起こります。その目

的は、被害者のブラウザで保持されているセッションデータなどの情報に不正アクセスすることです。 

攻撃者は、無効なパラメータがアプリケーションに受け入れられるかどうかを調べます。受け入れられる場合は、コマンドイン

ジェクション攻撃を試みます。これにより、ユーザから提供された安全でないデータ（フォーム、クッキー、HTTP ヘッダ）が、ア

プリケーションからシステムのシェルに送られます。すると攻撃者は、脆弱なアプリケーションの権限を利用して OS コマンドを

実行します。 
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攻撃者がチェックする一般的な項目を以下に示します。 

 サーバ側での検証がない 

 ユーザがログアウトしたときやクライアント側でセッションが終了したときに、サーバ側でセッションを終了させることがで

きない 

 クレデンシャル、ID、その他のデータが暗号化されていない 

 エラーメッセージあるいはフォームのキャッシュから有用な情報が露見する 

 ウェブサーバのパッチが最新でない 

 セッション ID の再発行や権限昇格を必要とせずに認証レベルを変更できる 

ある大手通信会社が 2014 年のデータ侵害を調査したところ、認証および入力検証攻撃は、攻撃ベクトルとして信頼性が高い

だけでなく、手早く簡単な方法でもあり、不正アクセスの 60 パーセントが 2、3 分以内で行われていたことが明らかになりまし

た。 

モバイルアプリの攻撃 
モバイルアプリの普及度はどれぐらいでしょうか。Statista.comによれば、2009～2017年のダウンロード数は世界で 1000億

を超えると予想されています。2014 年には、モバイルユーザの数とモバイルデバイスの使用時間が、デスクトップユーザの数

とデスクトップ使用時間を初めて上回り、モバイルがオンラインチャネルの主流になったことが、smartinsights.com で報告さ

れました。 

モバイルアプリケーションの需要の多さに対応しようと、多くの組織が従来のアプリケーションからモバイルへの移植を急いだ

結果、数々の脆弱性が生まれました。 

攻撃者は、モバイルアプリケーションで以下のような要素を探そうとします。 

 パーミッションが過剰 

 送信データにセキュリティ対策がとられていない 

 モバイルデバイス管理機能の不正利用が可能 

 モバイルフォレンジクスツールでキーにアクセス可能 

 連絡先、位置、アーカイブなどのデータを抽出可能 

 ハードコードされた機密情報が「.plist」または「.xml」ファイルで保管されている。 

また、モバイルアプリケーションに以下のような性質がないかも調べます。 

 コードインジェクションがトリガーとなって、保護されていた情報が露見する 

 脱獄デバイス（root 化されたデバイス）でアクセスできる 

 水平/垂直方向への権限昇格攻撃へと誘導できる 

モバイルのトラフィックは、電波で伝搬されるため、他のタイプのネットワークトラフィックより脆弱性が大きくなる傾向にありま

す。中間者攻撃の一環として、偽の中継塔や不正基地局を使ってターゲットデバイスからの接続を誘導する攻撃例もありま

す。 

 



ホワイトペーパー 
 
 
 
 

ペンテスト：セキュリティ欠陥の発見に必要な人類の知恵 
 

 

ペンテスト実施者の、ある 1 日 
 
 
 
セキュリティ・コンサルティング・シニ
ア・ディレクター 
Sameer Dixit 

Sameer は、侵入テストとセキュリティ研究の経験が 15
年を超えるサイバーセキュリティの第一人者です。
Spirent では、Spirent SecurityLabs と呼ばれるエシカル
ハッキングとセキュリティ研究のチームリーダーを務めて
います。 

Spirent に入る前は、Trustwave-SpiderLabs や Cenzic
といった大手セキュリティ会社で、セキュリティテストチー
ムの管理者として侵入テストや脆弱性スキャンを指揮し
ていました。 

「ペンテストの仕事では、同じものはふたつとありません」
とSameer は述べています。「驚かされたり、独特の難問
があったり、うまくいかずイライラしたりしますが、ほとん
ど毎回と言っていいほど、突破口を開くひらめきの瞬間
があるのです」 

ネットワーク内部に入り込む常とう手段を尋ねると、
Sameer は、そういうものはないと答えました。 

 

 

 

 

 

「ペンテストを実施する者は、XSS、SQLインジェクション、ユ

ーザのセッションクッキーを捕捉する中間者攻撃や、リンク

をクリックさせるソーシャルエンジニアリング攻撃など、さま

ざまな技を利用するでしょう。そのリンクによって、システム

の遠隔制御を導くコードや、キーロガーなどのマルウェア

が、ユーザの知らないうちにダウンロードされます。およそ

70～80 パーセントのペンテストが、少なくともひとつの重大

な脆弱性をクライアントのインフラストラクチャで発見してお

り、脆弱性あぶり出しの成果には非常に満足しています」 

攻撃がインサイダー（内部関係者）から始まる場合も非常に多いので、
Sameer は、あらゆる組織が抑制と均衡の制度を使用してユーザをコントロー
ルすべきとアドバイスします。「私は常に、このような抑制と均衡が欠けていな
いかチェックしています」と Sameer は言います。 

多くのクライアントがペンテストの重要性を認識し、テスト実施者を束縛するル
ールを最小限に抑えています。クライアントは「良い攻撃は最大の防御なり」
ということをよく理解していて、Sameer によれば「中には、機密情報を削除し
ない限り何でもいいからどんどんやってくださいと言うクライアントもいる」との
ことです。 

同じ脆弱性でも、インフラストラクチャが異なれば、課題も違ってきます。
Sameer はこう付け加えます。「粘り強さ、決断力、学習、創造性が日々必要
とされるので、この仕事は最高です」 

自分の弱みを知ることが大きな強みに 
異論もありますが、デジタルコードは史上最強のメディアとも言われています。
デジタルコードは、私たちの属性や知識を驚くほど大量に記録し、共有するこ
とができます。また、未知の領域を掘り下げて調べるのにも役立ちます。 

思想、夢、思い出。芸術と科学。画像、言葉、音。金融と公式。音楽と詩。そう

いったものを、デジタルコードで記録できるのです。そしてもしかすると、そう遠

くない未来に、暗黒物質と暗黒エネルギーをマッピングして、その概念を明ら

かにする手助けをしてくれることでしょう。宇宙の 95 パーセントは、まだ誰も見

たことがなく、理解できてもいません。正と負、有と無、オンとオフ、1 と 0 から

成る 2 進数列で、非常に多くの情報が伝達できるのです。 

デジタルコードは、距離、時間、文化を越えて数十億もの人間をつなぎ、連携
させるのに役立っています。デジタルコードを個別にあるいはまとめて使用す
ることで、知識、富、価値が、これまで考えられないほど速く、創造的な方法で
構築されています。 

デジタルコードは、人類の善を増幅させる一方で、悪も増幅させます。デジタ
ルコードの使用によって、組織を作ることも壊すこともできるのです。 

定期的なペンテストは、デジタルコードで成し得る最悪の行為を見せることに
よって、デジタルコードが提供する最高の防御を実現しているのです。 
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