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１．IoTとセキュリティ(1) 

2 情報セキュリティ基礎 第１回 

https://www.ipa.go.jp/security/iot/ 



１．IoTとセキュリティ(2) 

情報セキュリティ基礎 第１回 3 

 近年，これまでインターネット等のネットワークに接続していなかった機器が通信機
能をもち，ネットワークに接続して動作させることが一般化している。2020 年には，約
530 億個のIoT 機器がネットワークサービスに活用されると予測されている。2020 年
時点でのIoT 機器の普及分野は，ホームエネルギーマネジメントシステム（HEMS）を
はじめとする消費者向けサービスが52.7%と大半を占めると見込まれており、近年の
セキュリティカンファレンスでは，HEMS 等の消費者向けサービスやコネクテッドカー
等の自動車関連サービスに関連するIoT の脅威例が多数発表されている。また，既
存の調査2では多くのIoT 機器のマルウェア感染や乗っ取りが判明しており，さらにそ
の機器を悪用したDDoS 攻撃等の事例が多数発生している。このように，IoT 機器や

システムがネットワークにつながり，サイバー攻撃やシステム障害の発生によって安
全に影響を及ぼしたり，個人の生活データなどの重要な情報が漏えいしたりする可
能性がある。 

IoTセキュリティガイドライン ver 1.0  H28.7，IoT 推進コンソーシアム, 総務省,経済産業省 



１．IoTとセキュリティ(3) 
• ＨＥＭＳ他 

– エネルギー監理システム（EMS）とは，電力使用量の可視化，節電
（CO2削減）の為の機器制御，ソーラー発電機等の再生可能エネル
ギーや蓄電器の制御等を行うシステムを意味します。 管理対象によ
り，HEMS（ヘムス）、BEMS（ベムス）、FEMS（フェムス）、CEMS（セム
ス,Cluster/Community EMS）という名前がそれぞれ付けられている。 

情報セキュリティ基礎 第１回 4 

https://mono-wireless.com/jp/tech/HEMS.html 



１．IoTとセキュリティ(4) 
• コネクテッドカー(connected car) 

情報セキュリティ基礎 第１回 5 

DCM（Data Communication Module） 
DB (Data Base) 



１．IoTとセキュリティ(5) 

情報セキュリティ基礎 第１回 6 

•マルウェア(Malware) ：不正かつ有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるソフ
トウェアや悪質なコードの総称 

•ウイルス：他のプログラムに寄生して，そのプログラムの動作を妨げたり，ユー
ザの意図に反する有害な作用を及ぼすためのプログラム 

•ワーム：独立のファイルで，他のプログラムの動作を妨げたり，ユーザの意図に
反する有害な作用を及ぼすためのプログラム 

•トロイの木馬：ユーザの意図に反し，攻撃者の意図する動作を侵入先のコン
ピュータで秘密裏に行うプログラム 
•スパイウェア：感染したパソコンの内部情報を外部に勝手に送信する 

•キーロガー：ユーザのキーボード操作をそのまま外部に送信する。スパイウェア
の一種 
•バックドア：攻撃者が侵入するためのネットワーク上の裏口を開ける 

•ボット：攻撃者からの指令により，他のコンピュータやネットワークへの攻撃や
サーバからのファイルの盗み出しなど有害な動作を行うプログラム 

 
 

http://www.jnsa.org/ikusei/03/08-01.html 



１．IoTとセキュリティ(6) 

情報セキュリティ基礎 第１回 7 

•DoS攻撃(Denial of Service Attack):ウェブサービスを稼働しているサーバやネットワー

クなどのリソース（資源）に，単一のコンピュータから意図的に過剰な負荷をかけたり
脆弱性をついたりする事でサービスを妨害する攻撃 
 
•DDoS攻撃(Distributed Denial of Service Attack):標的となるコンピュータに対して複数

のコンピュータからから大量の処理負荷を与えることでサービスを機能停止状態へ追
い込む手法 



１．IoTとセキュリティ(7) 

情報セキュリティ基礎 第１回 8 

IoT の脅威事例 

IoTセキュリティガイドライン ver 1.0  H28.7 
IoT 推進コンソーシアム, 総務省,経済産業省 



１．IoTとセキュリティ(8) 

情報セキュリティ基礎 第１回 9 
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１．IoTとセキュリティ(9) 

情報セキュリティ基礎 第１回 10 

https://evesys.unisys.co.jp/public/file/document/download/247 



 
繰り返しリプレイ攻撃の制御系 

性能と検出モニタ 

村上昂太郎,末光治雄,松尾孝美 

大分大学大学院工学研究科 

2．制御システムへの攻撃とその検出 



研究背景と目的 
• サイバー物理系のセキュリティ問題 

12 

利点・・・装置の分散型配置, 

     高度なネットワーク化に向けた統合が可能. 

欠点・・・ネットワークが侵入経路となるため, 

     サイバー攻撃のリスクが存在する. 



研究背景と目的 
• 攻撃シナリオの紹介 

13 

名称 内容 

Eavesdropping attack システムに関する機密情報を 

取得する攻撃 

Bias injection attack 信号にステップ状の外乱を加える 

攻撃 

Replay attack（リプレイ攻撃） 記録したセンサ値を再生する攻撃 

DoS attack システムを正常に稼働できない状態
に追い込む攻撃 

表1. 攻撃シナリオ 

[Mo et al, 2010, Teixeira et.al 2012] 



研究背景と目的 
• 攻撃シナリオの紹介 

14 

名称 内容 

Eavesdropping attack システムに関する機密情報を 

取得する攻撃 

Bias injection attack 信号にステップ状の外乱を加える 

攻撃 

Replay attack（リプレイ攻撃） 記録したセンサ値を再生する攻撃 

DoS attack システムを正常に稼働できない状態
に追い込む攻撃 

表1. 攻撃シナリオ 

[Mo et al, 2010, Teixeira et.al 2012] 

通信経路とコントローラの処理において,暗号化を施すことにより,元の情報
を秘匿する対策が可能. 

[藤田ら 2015] 



研究背景と目的 
• 攻撃シナリオの紹介 
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名称 内容 

Eavesdropping attack システムに関する機密情報を 

取得する攻撃 

Bias injection attack 信号にステップ状の外乱を加える 

攻撃 

Replay attack（リプレイ攻撃） 記録したセンサ値を再生する攻撃 

DoS attack システムを正常に稼働できない状態
に追い込む攻撃 

表1. 攻撃シナリオ 

[Mo et al, 2010, Teixeira et.al 2012] 

検出されずに攻撃を行うために,攻撃者は攻撃対象のモデルを把握することが重
要となるが,暗号化によりモデルの把握を防ぐことができる. 



研究背景と目的 
• 攻撃シナリオの紹介 
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名称 内容 

Eavesdropping attack システムに関する機密情報を 

取得する攻撃 

Bias injection attack 信号にステップ状の外乱を加える 

攻撃 

Replay attack（リプレイ攻撃） 記録したセンサ値を再生する攻撃 

DoS attack システムを正常に稼働できない状態
に追い込む攻撃 

表1. 攻撃シナリオ 

[Mo et al, 2010, Teixeira et.al 2012] 

記録したセンサ信号などをそのまま使うので,暗号化されていても,なお有効な攻
撃シナリオである. 

 



研究背景と目的 

• 先行研究 
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■ リプレイ攻撃において有効な再生方法の発見 

表2. 2つのReplay attackの検証結果 
名称 内容 検証結果 

Delay replay attack 

 

[Mo et al. 2009] 

センサ値を記録,その後
再生 

 

システムを不安定に 

することは可能だが, 

ステルス性に欠ける 

Repeated replay attack 
(繰り返しリプレイ攻撃) 

 
[村上ら 2016] 

一定時間センサ値を記
録し,その後繰り返し 

再生する 

システムを不安定に 

することが可能であり, 
記録するセンサ値次第
では,ステルス性がある 

 

攻撃検出のモニタ存在下での, 
Replay 攻撃を用いたステルス攻撃戦略の検証. 



研究背景と目的 

• 先行研究 
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■ リプレイ攻撃において有効な再生方法の発見 

表2. 2つのReplay attackの検証結果 
名称 内容 検証結果 

Delay replay attack 

 

[Mo et al. 2009] 

センサ値を記録,その後
再生 

 

システムを不安定に 

することは可能だが, 

ステルス性に欠ける 

Repeated replay attack 
(繰り返しリプレイ攻撃) 

 
[村上ら 2016] 

一定時間センサ値を記
録し,その後繰り返し 

再生する 

システムを不安定に 

することが可能であり, 
記録するセンサ値次第
では,ステルス性がある 

 

攻撃検出のモニタ存在下での, 
Replay attackを用いたステルス攻撃戦略の検証. 

リプレイ攻撃において,繰り返し再生することが 

有効な攻撃になるとの結論を得た. 



研究背景と目的 
• 本研究の目的 
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■ 繰り返しリプレイ攻撃における繰り返す手法の 
 違いによる攻撃性能を検証する. 

■攻撃検出器（モニタ）として,リプレイ攻撃が 
 始まると不安定化するオブザーバを提案,検証する. 

より不安定化させるスピードを早める 
方法は存在するのかなど 



提案攻撃手法と結果 

• 攻撃対象のシステム 

20 

■ 適応クルーズコントロール系 

leader follower 

, , 

制御の目的は,一次元道路上の2台の車の車間距離
を45[m]の一定に保つこと. 

 LQIコントローラを用い,後続車の加速度を 
制御することによって達成する. 



提案攻撃手法と結果 

• 攻撃対象のシステム 
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■ 適応クルーズコントロール系 



提案攻撃手法と結果 

• 攻撃対象のシステム 
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■ 問題設定 

leader follower 

, , 

後続車の車間距離センサがハッキングされたとし, 
攻撃者はこのセンサ値を用いて、 
繰り返しリプレイ攻撃を仕掛けるとする. 



提案攻撃手法と結果 

• 攻撃対象のシステム 
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■ システムの構成 

[Teixeira et.al 2012] 

制御対象の出力値と 

制御入力から, 

制御対象のモデルを 

用いて,制御対象 

の出力値を推定する. 

推定した出力値と 

実際の出力値との 

差がある閾値を超える 

と異常検出するモニタ. 

 



提案攻撃手法と結果 

• １．開ループ型繰り返しリプレイ攻撃 

24 

■ 攻撃手法 



繰り返しリプレイ攻撃の定義 

の場合 

攻撃者が記録する 
センサデータ 

• １．開ループ型繰り返しリプレイ攻撃 

 



繰り返しリプレイ攻撃の定義 

の場合 

その後,繰り返し 
再生する 

１．開ループ型繰り返しリプレイ攻撃 

 



提案攻撃手法と結果 

• 1.開ループ型繰り返しリプレイ攻撃 
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■ 攻撃信号 記録時間15-20[s]のとき 

図1 攻撃者がコントローラ 
    に与える攻撃信号 

図2 非攻撃時の 
  システムの出力 

攻撃時,非攻撃時ともに同じ信号に一見見える. 



提案攻撃手法と結果 

• １．開ループ型繰り返しリプレイ攻撃 
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■ 攻撃結果 記録時間15-20[s]のとき 

図3 攻撃結果 

制御系の目的 

出力値を45に 
追従させること. 

攻撃の結果,45に追従する制御が達成されていない. 



提案攻撃手法と結果 

• ２．バイアス注入型繰り返しリプレイ攻撃 
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■ 攻撃手法 

再生 



提案攻撃手法と結果 

• ２．バイアス注入型繰り返しリプレイ攻撃 
■ 攻撃信号 記録時間15-20[s]のとき 

22 



提案攻撃手法と結果 

• ２．バイアス注入型繰り返しリプレイ攻撃 
■ 攻撃結果 

22 

図5 攻撃結果 

制御系の目的 

出力値を45に 
追従させること. 

この攻撃はフィードバックコントローラにおいて 
処理できるものとして検出の問題では取り扱わない. 



提案攻撃手法と結果 

• ３．内部モデル型繰り返しリプレイ攻撃 
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■ 攻撃手法 

50秒より攻撃開始で検証 



提案攻撃手法と結果 

• ３．内部モデル型繰り返しリプレイ攻撃 
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■ 攻撃結果 

図6 攻撃結果 

攻撃開始後すぐに発散しており,検出してからでは対策が 
間に合わない. 
 

制御系の目的 

出力値を45に 
追従させること. 



攻撃検出のための提案モニタと結果 

• リプレイ攻撃検出のための先行研究 
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■ Moらの研究 

制御対象 

コントローラー 

モニタ 

センサ信号 制御入力 

人為的なノイズ 
+ 

人為的なノイズを制御入力に付加することでセンサ信号は過去と同じで
あっても制御入力が変化する. 

変化した制御入力により,モニタの出力値が変化,攻撃検出. 

[Mo et al, 2010] 



攻撃検出のための提案モニタと結果 
• 提案手法の構想 
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制御対象 

コントローラー 

モニタ 

センサ信号 制御入力 

非攻撃時には安定であり,正しく推定. 

攻撃時には出力が発散し,攻撃を検出するモニタ 

となるオブザーバを構成したい. 

ノイズを付加させないため制御性能に影

響が及ばない 

利点 



まとめと今後の展望 

• まとめ 

36 

■開ループ型繰り返しリプレイ攻撃と 

 内部モデル型繰り返しリプレイ攻撃は, 

 システムの出力を確実に発散させることのできる 

 攻撃シナリオであることが確認できた. 

 特に内部モデル型は攻撃開始からすぐに発散させる 

 ことのできる再生方法であるため、検出の問題として 

 扱わないことにした. 



まとめと今後の展望 

• まとめ 
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■リプシッツ非線形性を変動要素としたオブザーバは, 

 攻撃検出モニタとしての性能を発揮しない. 

 

 一方で,時変むだ時間の攻撃が入ったときに 

 不安定になるオブザーバは,構想通り攻撃時に発散する 

 結果になったが発散の速さが緩やかであるため, 

 モニタとしての性能は不十分である. 
 
  



まとめと今後の展望 

• 今後の展望 
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■内部モデル型繰り返しリプレイ攻撃は発散のスピード 

 が早いため,検出問題としては扱わず,繰り返し制御の 

 観点から,攻撃に強い制御系を構成する. 

■開ループ型繰り返しリプレイ攻撃検出のために 

 時変むだ時間の攻撃が入ったときに不安定になる 

 オブザーバの攻撃検出性能を向上させる. 

  


