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SE に求められるネットワーク 

セキュリティのスキルとは 

 

 ひと言で「SE」といっても，ソフトウェア会社によってその定義は様々だ。多くは

プログラマからスタートし，プロジェクトを管理するようなり，そして顧客とのやり

取りをするようになって SE となっていくケースが多い。しかし，会社によって業務

方針は異なるため，SE の業務内容は漠然としがちである。会社によっては営業の業

務を中心に遂行する場合もある。また，プログラマが直接顧客と打ち合わせを行う場

合もあるだろう。さらに，取り扱うシステムの種類や規模，構造の複雑さによっても

役割分担の詳細は大きく異なる。 

 しかし，総合的な観点でいうならば，SE とは，システムを構築するための基本設

計を決める情報処理技術者を指し示すのではないだろうか。ユーザの業務内容を理解

し，システムが果たすべき目的とユーザの要求を実現するために必要な技術要素を検

討し，提案し，そして開発にあたっての仕様書を作成する。主な仕事が基本設計であ

るため，ハードウェアの仕組みやシステムの構築手法そのための技術に関する知識は

もちろんのこと，ユーザの業務内容に関する知識やプロジェクト管理の経験などが要

求される。そしてネットワーク関連のシステムを構築するのであれば，欠かせないの

がネットワークに関する知識といえるであろう。 

 ネットワーク関連のシステムを設計する際には，必要なネットワーク機器を適切な

個所に配置し，利用者にスムーズなサービスが行き届くことを念頭に置く必要がある。

このためには，ネットワークにおけるシステム全体の保守および維持を行いやすくす

ることはもちろん，通信効率や障害対策に関する配慮が欠かせない。そしてユーザが

満足するサービスを問題なく提供することができれば，SE の業務を遂行できたとい

えるであろう。 

 ところが，このネットワーク環境がインターネットと関わりを持つものであれば，

システム設計時に，ユーザには見えにくいセキュリティに関する要素を盛り込まなく

てはならない。純粋にユーザの目的と要求を満たすだけでは，いけないのである。こ
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のことは，社内の机には鍵をかけないが，会社の出入り口には鍵を掛ける必要がある

ことと似ている。また，考慮に入れなくてはならないことはセキュリティに関する要

素だけではない。既存のネットワークにシステムを追加する場合はネットワーク構成

も把握し，なにがどのような役割を果たすか，ということを考える必要性が出る場合

もあるだろう。 

 

1.1 ネットワーク環境 

 ネットワーク環境がインターネットと関わりを持つものであれば，システム設計時

にセキュリティに関する要素を盛り込む必要性があることは，既に述べた。ではセキュ

リティとは，いったい何を指し示すのであろうか。このことを明確にするために，セ

キュリティに関する要素が盛り込まれた設計，すなわちセキュアなシステムが持って

いるべき要件を次に示す。 

 

(1) 情報の保護 

 様々な要因による事故から，情報を保護することが可能であること。 

 事故の種類には，ソフトウェアのバグやネットワーク機器の故障，あるいはサーバ

そのもののトラブルなどによるものから，人為的なトラブルまでを含む。 

 人為的なものでは，ユーザによって次のことを意図的に行うことができる場合には

大きな問題となる。 

 

• 情報の消失，改ざん 

• 情報の漏洩 

• ソフトウェアの欠陥等を利用した，サーバが本来提供していない機能の利用 

• ソフトウェアの欠陥等を利用した，サーバの管理者権限を奪取 

 

 特に，サーバの管理者権限を奪取された場合は，被害は不正アクセスを受けた会社

にとどまらず，様々な方面に拡大する可能性が多い。そして，時として社会的な問題

に発展することがあることを忘れてはならない。したがってインターネットに接続さ

れているサーバは，そのサーバに含まれている情報の種類にかかわらず，不正に利用

されてはならない。 
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 ハードウェアのトラブルなどにも注意しなくてはならない。事故が起こった場合に

情報の消失を避けるため，システムのバックアップを取ることはもちろん，RAID な

どのシステムを用いて情報の多重化を行うという対策は必要である。また，サーバルー

ムに立ち入る人間を限定することも大切なことだ。極端な例であるが，ハードディス

クを引き抜かれた場合は，たいていの情報は読み出されることができると考えてよい。

ネットワークセキュリティが非常に堅牢であったとしても，物理的に簡単にサーバに

触れることができる場合は，問題が発生する可能性があると考えるべきだ。悪意がな

かったとしても，電源ケーブルを間違えて引き抜いてしまう可能性も捨てることはで

きない。 

 

(2) 通信の安全 

 インターネットは，すべての通信がパケットが流れることによって行われるため，

ネットワーク上に流れるパケットを拾うことによって，多くの人がその内容を読むこ

とが可能である。したがって，通信の安全を確保するためには，パケットの内容その

ものを暗号化する必要がある場合がある。特にパスワードを自分以外の人間が知って

しまうといったことは，最も避けなくてはならないことの 1 つである。したがって，

通信の安全と認証には深い関わりがあるといえる。 

 

(3) アクセス権の安全 

 ユーザ認証を適切に行うこと。パスワードを暗号化した通信で流すことができない

場合は，使い捨てパスワード(OTP：One Time Password)を用いて認証の安全を確保

する。また，サーバ側がユーザのアクセス元を確認する，あるいは受け取ったデータ

の送信元の身元を確認するといったことも大切である。これらは，電子署名と呼ばれ

る技術を応用することで実現されている。 

 

  



1. SE に求められるネットワークセキュリティのスキルとは 

1.2 ネットワークの基礎 

 現在ではコンピュータによるネットワークの利用が本格化し，その利用も日常化し

てきた。事実上，マイクロソフト社による Windows95 の登場と時期を同じくしてイ

ンターネットの利用も普及してきたといえるだろう。それとともに，企業内ネットワー

クに用いられる技術は様々な変化を遂げてきた。ネットワークオペレーティングシス

テムの変貌，インターネットとの接続に伴って変化した標準プロトコル，ネットワー

クアプリケーションの普及。 

 新しい技術を取り入れる形で変化し，拡張していった企業ネットワークは，次第に

複雑化してゆき，様々なシステムが乱立した状態となっているところも少なくない。

その結果として，維持・保守のために必要な管理業務が煩雑になったり，障害復旧に

手間取ったりする場面も出てきてしまう。 

 情報処理産業以外の分野でもネットワークの利用が一般化した今，企業ネットワー

クは通信インフラとしての役割を果たし，今後拡大および拡張されることになるであ

ろう。ネットワークを柔軟に拡張させるためには，運用する際のポリシーを明確化し，

必要に応じて新しいシステムを導入したり，老朽化したシステムを廃止したりするこ

とが必要である。このためには，管理者にとっても利用者にとっても，使いやすいも

のとなるように企業内の物理ネットワークを設計するべきであろう。このことは，設

定ミスやパッチの当て忘れなどといった，人為的なセキュリティホールを空けないよ

うな仕組みを作るという意味でも有効である。 

 既に構築されたネットワークの中に，新しくネットワークアプリケーションやサー

ビスを立ち上げる場合は，ネットワークの運用ポリシーを把握することから始めると

よい。不幸にしてネットワークの運用ポリシーが確立されていなかった場合は，各サー

バがネットワークの中においてどのような役割を果たすか，あるいは，どのような位

置付けになるかということを分析し，新規に立ち上げるサービスをどのように配置す

るかということを考えるべきであろう。 
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1.2.1 ネットワーク構成 

 インターネットに接続する物理ネットワークを設計する際は，効率良くネットワー

ク上にトラフィックを流すことを意識することはもちろんのこと，インターネット側

のネットワークにサービスを提供すること考慮に入れる必要がある。 

 一般的に，ネットワークをインターネットに接続する場合には，インターネット側

からのアクセスを制限する。インターネット側からのアクセス制限の方法の 1 つとし

て，ファイアウォールを設置することが挙げられる。ファイアウォールを設置した場

合，多くの場合は，プライベートネットワーク，DMZ(De-Militarized Zone：インター

ネットのような外部ネットワークとも，組織内の LAN のような内部ネットワークと

も異なるセキュリティポリシーで運用される緩衝用セグメント)，グローバルネット

ワークと 3 つのセグメントに分けられる。 

 

【ファイアウォールを設置した場合の構成】 

 ① プライベートネットワーク 

 ② DMZ 

 ③ グローバルネットワーク 

 

1.2.2 プライベートネットワークの接続 

 ファイアウォールの内側にあり，インターネットと直接接続しない形で使用する

ネットワークセグメントをプライベートネットワークという。 

 プライベートネットワークには，本来どのようなアドレスを使ってもかまわない。

しかし，実際にはプライベートネットワークに割り当てるアドレスは，インターネッ

ト上に存在するアドレスと同一のものを割り当てることはできない。プライベート

ネットワークに割り当てたアドレスとインターネット上のほかのサーバで使われてい

るアドレスが同一であった場合，内部のアドレスとぶつかるために，インターネット

上にある同一アドレスのサーバにはアクセスすることができないからである。した

がって，プライベートネットワークには192.168.x.xといったようなプライベートネッ

トワークアドレスを割り振る(図 1.1)。 
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iMac

グローバルセグメント

ルータ

DNS

FW

MAIL

プライベートネットワーク

Client サーバ

DMZ

DB WWW

iMaciMac

グローバルセグメント

ルータ

DNS

FW

MAIL

プライベートネットワーク

Client サーバ

DMZ

DB WWW

 

図 1.1 ネットワーク例 

 

【プライベートネットワークアドレス】 

  A  10.0.0.0 10.255.255.255 

  B  172.16.0.0 172.31.255.255 

  C  192.168.0.0 172.168.255.255 
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 前述のアドレスレンジは，インターネット上に存在しないアドレスとされ，プライ

ベートアドレスとして使用することが推奨されている。 

 

 また，ネットワーク機器の低価格化により，プライベートネットワークには比較的

自由な構成にすることが可能となってきている。例えば，高速スイッチングハブや 3

層スイッチングを導入して，セグメントを役割ごとに分割させる，といったようなこ

とが比較的容易にできるようになった。しかし，ここでは前述の 3 つのセグメントを

ベースに話を進めることにする。 

 

1.2.3 DMZ の設置 

 基本的に，インターネットから直接アクセスが想定されるサーバは，DMZ セグメ

ントに設置する。グローバル側には，サーバを設置しないことが望ましい。やむを得

ずグローバルネットワークのセグメントに設置する場合には，ルータで適切にパケッ

トフィルタリングの設定を行うか，もしくはサーバ側でパケットをフィルタリングで

きるセキュリティ装置を間に設置することが必須事項として挙げられる。 

 Web サーバへのトラフィックが非常に多く，ファイアウォールを途中で置くことに

よって応答速度の低下を招く場合は，直接グローバル側に Web サーバを設置するこ

とになる。 

 この場合は，次の要件を満たす必要がある。 

 

 ① 高性能なルータなどによるパケットのフィルタリング。 

 ② サーバ側で余計なサービスを上げないなど，適切な設定をする。 

 ③ サーバ側でパケットをフィルタリングするソフトウェアを導入する。 

 

(1) グローバルネットワークと DMZ 

 グローバルネットワーク側には当然，グローバルアドレスを割り当てるが，DMZ

側はファイアウォールでセグメントが分かれるため，直接グローバルアドレスは割り

当てない。 

 したがって，プライベートネットワークアドレスを割り当てることになるのだが，

そのままではインターネットからの接続に対応できないことになる。そこで，ファイ

アウォール上で 1 対 1 のスタティックアドレス変換(スタティック NAT)を行い，個別
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のサーバに割り振る必要がある。つまり192.168.1.xのようなプライベートネットワー

クアドレスを割り当てられている WWW サーバ，メールサーバ，DNS サーバに対し

て，ファイアウォール上でサーバ自身のネットワークアドレスとして，210.160.x.x

といったようなグローバルアドレスを割り振る。 

 この場合，DNS に関しては特別の配慮が必要である。プライベートネットワークに

向けてサービスを提供しているDNSサーバからグローバルへのDNSサービスを提供

するのは良くない。プライベートネットワークに向けてサービスを提供している DNS

サーバには，グローバルネットワークには存在しない社内のサーバも登録されている

ことが多いからである。したがって，プライベートネットワーク向けのサービスを提

供する DNS，グローバルネットワーク向けのサービスを提供する DNS は分けて設置

する。 

 

1.2.4 ファイアウォールと 

      侵入検知システム(IDS：Intrusion Detection System) 

 ネットワークに対する理解を深めるためには，ファイアウォールと侵入検知システ

ムのそれぞれの役割を正確に把握していることが大切だ。 

 ファイアウォールは，外部ネットワークと内部ネットワークの間の通信を制御する

システムであり，パケットフィルタリングやアプリケーションゲートウェイを行う役

割を果たしている。家にたとえると門や鍵などがファイアウォールに相当する。 

 ファイアウォールの機能は，原則的には外部ネットワークと内部ネットワークを接

続する部分のアクセスを，決められたルールに従って制御することである。インター

ネットにおけるアクセスとは，TCP/IP や UDP のパケットを用いた通信のことを指す。

ファイアウォールは，これらのパケットのヘッダフィールドを解析し，ポート番号や

IP アドレスを調査し，あらかじめ指定されたルールに従って通過させるパケットを選

別する。したがって，侵入の試みや侵入の成功に対してはいかなる対策も提供してい

ない。基本的に，ファイアウォールはパケットをフィルタする以上のことはしない。

したがって，ファイアウォールの設定が適切でなかった場合，外部からの侵入を許す

ことになってしまうケースもある。 

 一方，侵入検知システムは，アクセス制御など基本的な防御メカニズムは提供して

おらず，ネットワーク上に流れているパケットを解析することによって，不正アクセ

スを検出しているのである。 
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 ファイアウォールを適切に設定している場合でも，被害に遭う場合がある。例えば，

Web サーバを公開するにあたって，ファイアウォールによってポート 80(HTTP)への

外部からのアクセスを許可し，それ以外のポートについてはアクセスを許可しない設

定を行ったとしよう。しかし，Web サーバで公開されている CGI にセキュリティホー

ルがあった場合，適切な設定を施されたこのファイアウォールは，通常の http アクセ

スの形態をとる攻撃に対して，全く何の抵抗もできないのである。 

 有名な例では，古いバージョンの Apache(Web サーバ)に付属していた phf という

CGI スクリプトが挙げられる。これは，通常の URL クエリから CGI にアクセスする

ことで任意のコマンドをサーバ側で実行できてしまうというものだ。 

 攻撃パターンを読み取るタイプの侵入検知システムでは，phf という CGI に対して

アクセスするときに発生する「/cgi-bin/phf」という文字列を，検知すべきシグネチャ

(攻撃パターン)として設定することによって，この攻撃を発見することができる。こ

のほかにも，侵入検知システムはネットワークアプリケーションに対するバッファ

オーバーフロー攻撃や，ファイアウォールの設定により通過を認められているサービ

スを偽装したバックドアを発見するために用いることができる。 

 ファイアウォールには，内部から外部に対する通信を中継するアプリケーション

ゲートウェイが用意されている製品もある。これは一般にプロキシと呼ばれている。

このゲートウェイを利用することによってユーザは，透過的にインターネット上の

サービスを利用することが可能だ。一般的にファイアウォールのプロキシは，通信内

容の解析までは行わず，アプリケーションのプロトコルを確認する程度のものが多い。

通信内容を解析すると，通信速度の低下をもたらし，ユーザの利便性が犠牲になるか

らである。 

 ファイアウォールは，内部の利用者による内部に対して行う不正アクセス，あるい

はいったん外部から内部に侵入することに成功した攻撃者が，内部に対して行う不正

アクセスに対しては無力である。これに対して IDS は，そのタイプや配置の仕方にも

よるが，ネットワーク内部での不正行為を検出することができる。つまり，ファイア

ウォールが門ならば，IDS は監視カメラの役割を果たしているといえる。侵入者によっ

て門を破られてしまったら，門はそれ以降の侵入者の行動を抑制することができない。

一方，監視カメラは侵入者の行動を記録し，アラートを出す。 

 ファイアウォールと侵入検知システムは相互補完的な立場にある。侵入やその試み

の検出が侵入検知システムの役割であり，侵入検知システムが提供しない実際のアク
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セス制御などの防御はファイアウォールの役割なのだ。 

 

1.2.5 パーソナル向け製品 

 最近では，常時接続型の高速回線が家庭で導入されるケースも珍しくないためか，

パーソナルファイアウォールが普及しているようである。 

 

【Windows 向け】 

 「Tiny Personal Firewall」 

  http://www.tinysoftware.com/japan/ 

 「Norton Personal Firewall 2001」 

  http://www.symantec.com/region/jp/products/npf2001v3/index.html 

 

 また，ファイアウォール機能を持った IDS もパーソナル向けに販売されている。 

 「BlackICE Defender」 

  http://www.toyo.co.jp 

 BlackICE は，不正アクセスを検知し，その接続を動的に遮断することが可能だ。 

 個人的には，パーソナルファイアウォールを導入することによって，ファイアウォー

ルの役割を実感することができると考える。ルール設定の考え方などは，一般のファ

イアウォール製品と同じなので，ファイアウォールなどでパケットの制御をしたこと

がない方は，一度試してみる価値はあるであろう。 

 

【Macintosh 向け】 

 「Norton Personal Firewall for Mac」 

  http://www.symantec.com/region/jp/products/npf_mac/ 

 Mac OS X には，パケットフィルタリング機能を提供するソフトウェアとして ipfw

が初めから同梱されているので，適切な設定をすればすぐに利用を開始することがで

きる。ただし，UNIX の知識を必要とするため，パーソナルファイアウォールに比べ

ると設定がやや難しい点がある。このことは，ipfw を設定するツールが出てくること

によって解決されると考えている。 
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1.3 ネットワークセキュリティ 

第 
１ 
章 

 ルールの設定の仕方は，どの製品もそれほど複雑ではない。一般的な設定フローは，

次のとおりである。 

 

 ① 通過するパケットをすべて禁止するところから開始する。 

 ② 必要に応じて適切なプロトコルとポート番号，通信先，通信元を設定し，ルー

ルに加える。 

 ③ 許可していないパケットが流れてきた場合にはパケットを遮断し，場合によっ

ては注意を促すメッセージを表示する。 

 ④ ③で遮断されたパケットが必要なパケットであった場合は，②と同じ手順で

ルールを追加する。 

  


