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◆コラム／ペリメータ・セキュリティ

最近、官公庁や企業から機密情報の漏洩事件が相次ぎ、

テレビや新聞をにぎわせています。これらの特徴として、

ウイルスをはじめとする不正プログラムが引き金となって

ネットワークを介して流出するということをあげることが

できます。そして、その引き金を引く不正プログラムもネ

ットワークを介して侵入しています。

コンピュータがネットワークにつながることが当たり前

になっている現在、これらの脅威はもはや対岸の火事では

なく、誰にでも起こり得るものと言えます。また、不正プ

ログラムを不用意に感染させた場合、気づかぬうちに加害

者とされてしまう可能性もあります。

このような情報漏洩対策として、不正プログラムの侵入

を防ぐ仕組みや、不正プログラムに侵入された機器を識別

し、必要に応じてそれを排除する仕組みを導入することは

非常に重要であり、有効と言えるでしょう。しかし、同時

に、万が一、不正プログラムに侵入され、コンピュータか

ら情報が漏洩してしまった後のことも考える必要がありま

す。そのような方法として暗号化も徐々に広まりつつあり

ますが、今回は、意外に見逃されがちなペリメータ（境

界）・セキュリティに注目してみたいと思います。
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ネットワーク経由の情報漏洩は誰にも起こり得る
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図1 ステートフル・レベル・パケットフィルタリング方式の仕組み
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「Perimeter Security is dead, or at least badly beaten .」

（ペリメータ・セキュリティは死んだ、少なくとも手ひどく

打ちのめされた）とは、一昨年の２月に米 Bus i ness

Communication Review誌に載った「ネットワークセキュリ

ティを考え直す」という題名の書き出し部分の言葉です。

この記事の中で、著者は、ペリメータ・セキュリティだけ

ではもはや十分ではなくエンドポイント（終端）・セキュ

リティが重要であると述べています。そして、その言葉の

通り、ここ２～３年間、セキュリティ対策としてはエンド

ポイント（終端）・セキュリティが注目されるようになり、

個々のクライアントのレベルでの対策に重点がおかれるよ

うになってきました。また、ここ数年間相次いだ紙媒体や

リムーバブル・メディアによる情報漏洩事件に影響され、

これらのオフライン媒体に対する対策も強化されました。

そして、この傾向は、昨年４月に施行された個人情報保護

法への対策でも非常に顕著に現れていたように思えます。

しかし、最近相次いだ情報漏洩事件への対策を考えると

き、もう一度ペリメータ・セキュリティを見直してみる時

が来ているのではないでしょうか？

ペリメータ・セキュリティの中核となるのは、ファイア

ウォールをはじめとしたセキュリティ・ゲートウェイです。

そして、現在、市場に出ているほとんどのファイアウォー

ルはステートフル・レベル・パケットフィルタリングと呼

ばれる方式が主流です（図１参照）。しかし、この方法は、

官公庁向けのWeb改ざん事件が世間を揺るがした６～７年

前に主流であった設定の脆弱性や本来インターネットに公

開すべきでないサービスを悪用した攻撃には有効でしたが、

オープンポートを狙ってくるワームが出現した時点でその

有効性には疑問がもたれるようになり、それに代わるもの

として、エンドポイント・セキュリティが注目され、その

流れのまま現在に至っております。

さらに、そのようなワームに対しても、パケットのデー

タ部分までチェックを行うアプリケーション・ゲートウェ

イ方式（図２参照）と呼ばれる方法を採用するファイアウ

ォールならば十分に有効であることが実証されております。

この理由としては、アプリケーション・ゲートウェイ方式

のファイアウォールは、基本的に、パケットを一度分解し

て、プロキシと呼ばれる専用のプログラムを介することに

よって転送し、その後にパケットを再構成して送信する仕
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図2 アプリケーション・ゲートウェイ方式の仕組み
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組みをとっていることがあげられます。つまり、パケット

を一度分解して、IP通信とは異なる仕組みで転送を行い、

その後に改めてパケットを組み立てて転送するため、転送途

中での内容チェックをより確実に行うことができるのです。

最近では、ほとんどのアプリケーション・ゲートウェイ方式

のファイアウォールは、プロキシにおいて、明らかにプロト

コル定義から外れたデータを含んだ通信を不正とみなして遮

断する仕組みを実装しています。また、導入環境に柔軟に対

応するため、ユーザーの設定で導入環境においては使用しな

いコマンドおよび存在し得ないパラメータを含んだ通信を遮

断する仕組みもほとんどのアプリケーション・ゲートウェイ

方式のファイアウォールが備えています。

そして今、その実績を外部からの侵入だけではなく、内

部からの流出にも適用するときが来ていると言えます。実

際問題として、前記のネットワークを介しての情報漏洩は、

HTTPやSMTPなどのよく使用されるプロトコルのポートを

悪用するか、メールの添付ファイルとしてデータを転送す

るケースがほとんどです。つまり、トラフィック・データ

のプロトコル定義や、メールの添付ファイルなどをチェッ

クすることにより、これらの情報漏洩はゲートウェイにて

阻止することが可能と言えます。

具体的には、インターネットにて使用する各々のアプリ

ケーション毎に情報漏洩を意識した管理ポリシーを策定し、

それを、アプリケーション・ゲートウェイの設定という形

で実装することです（図３参照）。例えば、Webならば、

HTTPおよびHTTPS、メールならばSMTPという具合にア

プリケーション毎に使用するプロトコルに着目し、それら

のプロトコルに対して適切なチェックを行うというもので

す。特に、Webに関しては、その多種多様な使い方ゆえに

ユーザー或いはユーザーグループ毎に異なったポリシーの

実装が求められることになるでしょう。HTTPを使った通信

はもちろんのこと、HTTPSに関しても「複合化→内容チェ

ック→再暗号化」というプロセスで内容をチェックするこ

とが望ましいでしょう（図4参照）。また、メールに関して
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図3 アプリケーション毎のセキュリティ・ポリシー実装
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も、環境によっては発信元と宛先のアドレスの組み合わせ

によって異なるポリシーの実装が求められることになるか

もしれません。

これまでの、プロトコル種別と送信元・宛先のみをパラ

メータとしてきたポリシー設定に比べると、非常に面倒く

さいように聞こえるかもしれませんが、ネットワーク環境

の脅威が時代とともに進化していることを考えると、その

対策も合わせて進化しなくてはならないのは自明のことと

言えます。

それでは、具体的に、アプリケーション毎のセキュリテ

ィ・ポリシーを実装するにはどのような構成が有効なのか

を考えてみましょう。まず、最初に注意しなくてはならな

いのは、セキュリティ・ポリシーの実装に当たっては、複

数のレイヤーにまたがる形にならざるを得ないということ

です（図５参照）。このため、セキュリティ・ゲートウェイ

の機能を、ファイウォールや IDS/IPS、SCM（Secure

Content Management）などの複数の機器を使って構成して

いる場合、ポリシーのどの部分をどの機器に受け持たせる

かをしっかりと検討し、設定漏れが発生しないようにする

とともに、インシデント発生の際に迅速なトレースが可能

なようにログ監視などが一括して行えるように工夫をする

必要があります（図６-１参照）。最近では、UTM（統合脅

威管理）と呼ばれる複数のセキュリティ・ゲートウェイ機

能を単一の機器で実現する製品も多く出てきているので、

効率化という観点ではそれらを活用するのも有効ではない

かと思われます（図６-２参照）。
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情報漏洩を防ぐペリメータ・セキュリティの実装形態
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