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摘

要

本稿では，Linux ネットフィルター機能を利用してパケットフィルターリング型ファイアウォールを
設計・構築し，実装試験によるシステムの性能評価を行なった。実証試験により Linux カーネルを利用
したファイアウォールの安全性，安定性，活用及び運用上の諸問題点を明らかにした。
キーワード：パケットフィルターリング型ファイアウォール，セキュリティ，不正アクセス

Abstract
In this paper, we designed and implemented a packet filtering firewall with Linux netfilter. The main objectives
of this work are to verify the stability and security, to clarify the userbility of Linux firewall and the system
performance. Experimental results show that this system has high performance and high security, on the other
hand, it is too hard to be applied to the network environment in which the service port number dynamically
changes in every session.
key words: Packet filtering firewall，Security，Unauthorized access

1．は

じ

め

に

インターネットにおけるセキュリティ問題が顕著になってきた現在，直接的か間接的かを問わ
ず，ネットワークに繋がっている情報機器においては確実なセキュリティ対策を施さなくてはな
らないようになった。様々な情報機器の中，エンドユーザが直接に使っているのは殆どパーソナ
ルコンピュータ（以下 PC と称する）であるが，PC 上で動作するソフトウェアにもしばしば不
具合（バグという）（勿論，ハードウェアの不具合もある）が発見される。ソフトウェアのバグ
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の中，悪用される恐れのあるものをセキュリティホールという。特にネットワークを経由して遠
隔から悪用可能なセキュリティホールに対しては，早急な対策を講じなくてはならない。
PC ハードウェアの高性能化に伴い，ソフトウェアも非常に複雑になっている一方で，ネット
ワーク利用者の多くは，ネットワーク及び情報端末（簡単のため，以下 PC という）を道具とし
て利用しているに過ぎず，全てのユーザが自らの PC に合わせたセキュリティ情報を日頃から収
集してセキュリティホール対策を取ることを期待するのは困難である。また，外部からの不正ア
クセスに対しては個別の対策より，組織全体を対象に対策をとるのも効果的である。そこで，組
織全体の情報機器を一塊として，外部（WAN）からの不正アクセスを阻止するよう，ファイア
ウォールが提唱されて来た。
ファイアウォール（以下，FW と略す）とは，一言でいうと「組織全体のネットワーク及びホ
ストを守るための仕組み」である。IP（Internet Protocol）パケットレベルからアプリケーション
レベルまで様々な技術を用いられることが多い。現在沢山の FW 製品が出そろっている。商用
FW においては，GUI による操作ツールが揃っていること，メーカが動作を保証していてメーカ
サポートが可能なこと，同時にその性能についても充分な実績を持っていることなどの理由から，
現在多くのユーザは，商用ファイアウォール製品を利用している。その一方で，非常に高価であ
る（例えば，サイトライセンス（ユーザ無制限）なら，年間数百万円かかる場合もある）こと，
アクセスの統計，ログ記録，機能の追加などの際に，メーカの提供する使用方法以外にはユーザ
サイトにおけるカスタマイズを行なうことが困難であること，などの短所もある。
商用 FW 製品の他に，GPL ライセンス [9] のもとで無償で使用できる Linux（外のオープンソー
ス系の OS でも可能であるが，本稿では Linux ネットフィルターリングファイアウォールに限る）
を利用すれば，FW の構築が可能であることが確認されている。オープンソース系のソフトウェ
アには，Apache（Web サービス），bind（DNS サービス），Sendmail（Mail サービス）など，重
要サービスを提供するソフトウェアとして広く使われているものもあるが，この FW 機能につい
ては，商用の製品と比べて普及は進んでいない。ある程度の規模のサイトにおける運用実績の報
告なども，筆者らの見聞きした範囲ではほとんどなかった。これには，オープンソース系のソフ
トウェアより先に商用の製品が普及して実績を重ねてきたこと，また，今回扱う Linux ネットフィ
ルターリングファイアウォールは，Linux カーネルの一部として Linux OS 上でのみ動作し，上
記の Apache 等のようにさまざまなプラットフォーム上で動作するものではないことなどの要素
が影響しているのかもしれない。
しかし，なんと言っても無償であること，使用者にスキルがあれば，必要に応じて自由にカス
タマイズが可能である点は大きな利点であり，安全なネットワークを維持していくためのツール
として，注目していくべき存在であることは間違いない。
実際にこの Linux カーネルによる FW を導入するためには，以下の点について，事前に充分な
評価を行なう必要がある。
・システムの機能（通信制御機能）
・システムのパフォーマンス（処理速度）
・高負荷状態でも安定的に動作可能か？
・商用 FW と組み合わせた運用は考えられるか？
・その他の活用法があるか？
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今回，すべての点について詳細な実験を行なうことはできなかったが，本実験を通じてこれら
の疑問の答えを探り，広島県立大学ネットワークにおいて活用の余地があるか検討を行ないたい。
次節から，Linux カーネルを利用したパケットフィルターリング型ファイアウォールの設計，
構築について述べる。更に筆者所属のネットワーク環境にて試験運用をし，FW の性能評価を行
ない，その可用性及び問題点を示す。但し，紙面の制約よりファイアウォール，Linux ルータ，ネッ
トワークシステムに関する基本的な点（詳しくは，[1, 2, 6] を参照されたい）を割愛させて議論
を進める。

2．ファイアウォールの設計
2.1

ファイアウォールの機能

一般的に FW は，組織内部のネットワークと外部ネットワークの出入口に配置され 1），次の 2
つの機能を実現する。
・外部ネットワークからの不正アクセスを阻止する。
・内部ネットワークと外部ネットワークとの相互接続を果たす。
組織全体のネットワークトポロジー，ネットワークサービス，アドレス体系，運用ポリシー，
セキュリティポリシーなどによって，FW に求められる機能が変るが，その動作の仕組みによっ
て，FW を次の二種類に分類できる。
・パケットフィルターリング型 FW：パケットのヘッダ（送信元や送信先の IP アドレス，プ
ロトコル，ポート番号など）を検査し，パケットを処理する FW である。パケットのデータ
領域については検査しない。
・アプリケーション型 FW：パケットのヘッダに加えて，データ領域に対しても検査を行なう
FW である。この種の FW では，パケットの送信元，宛て先及びプロトコルだけでなく，デー
タ領域も検査の対象になるので，アプリケーションレベルでのセキュリティチェックが可能
である。したがって，特定のサービス中の特定の通信を取り分けて扱うなどの細かい制御も
可能である。但し，データ領域までチェックを行なうため，動作は遅くなる。また，細かい
制御を行なうためには，そのアプリケーションの動作を事前に把握した上で，どのように処
理を行なうかを個々のアプリケーションごとにあらかじめ FW ソフトウェアに作り込んでお
く必要がある。例えば，コンピュータウィルス対策ソフトは，メールなどの正規の通信の中
からウィルスを発見，対処することができるが，これはあらかじめ対策ソフトが既存のウィ
ルスを発見するためのデータをパターンファイルとして持っているからであり，パターン
ファイルを更新しなくては最新のウィルスに対応できない。
今回，ネットフィルターを用いて設計した FW では，前者のパケットフィルターリング型 FW
に該当する。
1） 現在，セキュリティ問題の顕著化及び組織内部ネットワーク上のデータの多様化（業務書類の電子化）
により，組織内部でも用途に応じて必要な処に FW を配置するケースも増えている。
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サービスポリシー

前述したように FW では，パケットを検査したあと，FW のポリシーに従って，パケットをど
のように処理（パケットを許可，或はドロップ）するかを決める。FW を出入りするパケットは
基本的に，FW に向かって入ってくるパケット（INPUT），FW から出ていくパケット（OUTPUT）
と FW を通過するパケット（FORWARD）の 3 種類になる（図 1）。また，組織内部でプライベート・
IP アドレス [1, p.12] を使用する場合（或は意図的に内部の IP アドレスを隠蔽する場合），FW に
よるアドレス変換（NAT：Network Address Translation）を通じて，組織内外の相互接続を実現す
ることもある。従って，FW を実装する前にインターネット（外部ネットワーク）上のサービス
の中，どのサービスを組織内部に利用させるか，逆に内部組織の提供するサービスの内，どの
サービスをインターネットに提供するかのポリシーを定めておかなくてはならない。それによっ
て FW 上でパケットを処理するポリシーが決まる。

図 1：パケットの流れ
表 1 にネットワーク上のサービス（対応のプロトコル）の一例を示している。但し，同表の以
外にも沢山のネットワークサービスがあるので（詳しくは [6] を参照されたい），実際にどのよ
うなサービスを利用する（組織内から組織外へのアクセスを許可する），提供する（組織外から組
織内へのアクセスを許可する）かは組織ネットワーク全体のセキュリティポリシー及びサービス
ポリシーによるものであり，一概に断言できない。また外部ネットワークに向けてサービスを提
供している以上，そのサービスを通じてサービスを提供する機器へアクセスが可能である。当該
機器にセキュリティ問題が発生した場合，当該機器が接続しているネットワーク全体がセキュリ
ティ問題に直面することになる。そのため，安定なサービスを提供するとともに確実なセキュリ
ティ対策を施さなくてはならない。
表 1：送信元及び送信先による FW 上でのパケット処理
ア

ク

セ

ス

FW を通過（組織外から内へ）

SMTP DNS
×

×

FTP HTTP(s) Telnet NTP
×
†

★

○

†

×
†

×
†

SSH NNTP PING
○★

○★

×

†

FW を通過（組織内から外へ）

×

×

○

○

○

○

×

○

×

FW へ（組織外から）

○

○

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

○

×

×

×

○

FW へ（組織内から）

†

○

注：★送信先制限あり，†送信元制限あり。

今回の FW ポリシーは，次の通りである。
・ping，DoS や Syn Flood 等に対してチェックする。
・暗黙のポリシーは DROP（パケット廃棄）とし，パケットの通過は許可されるサービスに応
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じて明示的に指示する。
・アドレス変換を行なう。
・原則的に新規セッションを制御し，セッション確立後の応答パケット（ESTABLISHED）や
確立したセッションに関連するパケット（FTP-DATA，
RELATED など）の通過は許可する 2）。
今回のパケットの通過・処理ポリシーとして表 1 に「◯」で示しているサービスを許可する。
但し，DNS，メール（SMTP）のサーバ機能を直接に FW に実装し，FW により直接にサービス
を提供することで，通過パケットを拒否することにした。更に組織外から内へのアクセスに対
して送信先を限定し，組織内から外へのアクセスに対しては発信元を限定している。また，ftp，
telnet などのサービスの認証情報は，プレーンテキストのままネットワークを流れるので，パス
ワードが盗聴される恐れがあり，アカウントとパスワードの管理に充分注意しなければならない。
2.3

FW ポリシー

今回，試験機の OS は Linux とし，カーネルのバージョンはネットフィルターをサポート
している 2.4.20 を使用することにした。Linux カーネル 2.4.x 以降ではネットフィルターをサ
ポートしているが，ネットフィルター機能を使うためには，カーネルを構築する際に CONFIG
NETFILTER=y にし，Netfilter Configuration のオプションに必要なモジュールをセットしておく必
要がある。また，パケットフィルターを設定・管理するユーザ空間ツールとして iptables [7] を使
用した。iptables には 3 つ（filter，nat 及び mangle）の独立な定義済テーブルが存在する。nat と
mangle は，パケット変換のためのテーブルで，定義して利用するようになったら該当パケット
のアドレスはその時点で変換される。テーブルの指定がない場合，デフォルトのテーブルは filter
になる。filter テーブルには組み込み済の 3 つのチェイン（INPUT，OUTPUT 及び FORWARD）
がある。
パケットは，INPUT，OUTPUT と FORWARD のどれかに該当するので，パケットは FW に到
達した時点から，該当テーブル及び該当チェインが順次適用される 3）。パケットは，ドロップ（或
はリジェクト）されるか，アクセプトされるまで，当該チェインの最後までチェックされる。チェ
インの最後まで該当ルールがなければ，デフォルトのルールが適用される。
図 2 に FW を通過する（フォワード）パケットの処理の流れを示している。簡単に説明すると，
まずパケットは FW に届いたら，宛て先変換の必要なパケットであれば，パケットが FW に届い
た直後に（図 1 の PREROUTING 点），宛て先アドレス変換（DNAT）が適用される。パケットは
FW を通過する（FORWARD）のであれば，次の流れで処理していく（図 2）。
・送信元，送信先をチェックする。
・icmp，tcp-flags，syn blood をチェックする。
2） サービスを提供するサーバ群は 1 つのサブネット（LAN or VLAN）に纏められる場合（DMZ ゾーンと
いう）は，この DMZ ゾーンから組織内部のほかのネットワークへのアクセスを拒否するようにすべきで
ある。
3） input パケット（FW に向かって入ってくるパケット）は INPUT チェインに，output パケット（送信元
は FW で，FW を出て行くパケット）は OUTPUT チェインに，通過するパケットは FORWARD チェイン
に夫々処理される。勿論，これらの組みこみチェインからユーザ定義のチェインへジャンプし，ユーザチェ
インによって処理されることも可能である。
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・接続追跡チェックを行なう。既に確立され
た接続に関係しているパケットなら，通過
を許可する。
・許可されたサービスへのアクセスかどうか
をチェックする。そしてログの記録をする
かどうかをチェックし，パケットを送出す
る。送出直前（図 1 の POSTROUTING 点）
に発信元アドレス変換が要求されていれ
ば，ソースアドレス変換（SNAT）を行なう。
ここでは簡単に説明したが，パケットに対す
るチェックは組織の内部ネットワークアドレス
体系，パケットが入ってくるインターフェース
などに依存して行なうべき適切な処理は変わっ
てくるので，間違いがないように注意する必要
がある。

3．FW の実装及び性能評価
本稿では，次に示すスペックの AT 互換機及
びネットワーク環境において実装を行なった。
・CPU：PentiumIII 1.0GHz
・Memory：512MByte
・HDD 容量：20GByte
・OS：Linux kernel 2.4.20，Iptables：iptables1.2.7a

図 2：通過パケットの処理フローチャート

・NIC： 全 二 重 フ ァス ト イ ーサ ネ ット PCI
カード 2 枚
・外部ネットワーク回線（インターネットへ）の速度：2Mbps
・内部ネットワーク回線：ギガイーサネット幹線と 10/100 ベースのイーサネット支線ネット
ワーク
・利用者数：約千名（ネットワーク機器：数百台）
上記環境において，1ヶ月以上の試験運用を行なった。次に試験データに基づいてシステムの
負荷，通信速度などに関して評価する。
3.1

システム負荷

MRTG[10] を用いて，FW の CPU 負荷及びトラヒック量を測定した。1 日中の平均システム負
荷（CPU 使用率）を図 3 に示す。同図からシステムの平均負荷率は数％程度であることが分る。
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但し，今回実装したマシンのハードウェアのスペックはかなり高いものであること，ユーザ規模
及び外部アクセス回線の帯域やネットワークの状態によってシステム負荷率は大きく変化する場
合があることに注意が必要である。また，同図に深夜に負荷率が最大 159 ％の時間帯があった 4）。
これは，同マシン上にシステムのログを圧縮してローテションをその時間帯にさせているためで
ある。上記環境ではアクセスを許可した及びドロップしたセッション（パケットではなく）を記
録した場合，1 日のログファイルの量は 100MB 前後であった。

図 3：FW の負荷率

3.2

パケット転送速度

今回の環境ではパケットフィルターリングをしながら，パケットの転送速度を測定してみた。
図 4 に MRTG にて FW を通過したトラヒック（5 分間の平均）5）と外部回線上のトラヒックを比
較した結果を示す。結果的に FW 上でのパケットの遅延は見られなかった。FW 上の転送速度と
外部回線上の転送速度を較べても特に違いが見られなかった。また，FW 直結の内外ネットワー
ク間で FTP などを用いて転送速度を大まかに測って見た。普通の全二重 100 ベースのスイッチ
と同等の性能（50Mbps ～88Mbps）が見られた。
今回の実証実験の目的の 1 つは，Linux ネットフィルター FW の実用性，安定性及び安全性な
どについて検証することである。試験結果から見て，今回の環境において充分な安定性，通信速
度が得られた。またパケットフィルターリング型 FW として設計した通り（勿論ネットフィルター
の機能内）に動作し，充分な安全性があることを確認できた。但し，今回はユーザ数が少ない時
期を選んで実験を行なったこと，外部ネットワーク回線の速度が低い（2Mbps）ことから，シス
テムの性能の限界が現われなかった。今後 FW の NIC を 100 ベースから 1000 ベースに入れ換え，
負荷測定ツール等を利用して測定したい。

4．運用について
オープンソース（Linux）を用いたファイアウォールの構築なので自らの設計及び実装が求め
られるが，商用 FW 製品に較べて柔軟な活用が可能である。次に実装上のいくつかの注意点と

4） MRTG の laLoadInt というサブツリー名を用いた測定である。観測時間帯に実行状態の平均プロセスの
数を表している。ここでは平均 1.59 個のプロセスは CPU を使用していたといえる。一般的にこのロード
アベレージは 500% 以上になったら，システム負荷がかなり高いといわれている。X Window System 上の
xload で測定した負荷に相当する。
5） 送信元と送信先は FW 自身であるアクセスが殆ど無い状態で測定を行なった。

広島県立大学紀要

92

第 15 巻

第2号

a：FW 上のトラヒック量（5 分平均）

b：外部回線上のトラヒック量（5 分平均）
図 4：FW 上及び外部回線上のトラヒック比較
FW の活用について述べる。
4.1
4.1.1

運用上の注意
チェインのルール登録

前述したようにパケットは INPUT，OUTPUT 及び FORWARD チェインのどれかに従って処理
されるが，一般的にパケットの送信元及び送信先によってサービスポリシーが違う。またパケッ
トを検査する際にパケットの出入りのインターフェースをもよく参照される。新しくネットワー
クカードを装着したり，パフォーマンスのチューニングを行なう際の設定変更により，ネットワー
クインターフェース（NIC）の名前が変る場合があるが，ルール設定上の NIC 番号（例えば外部
NIC は eth1 で，内部 NIC は eth0 とする）と実際のインターフェース番号が一致するかどうかを
充分チェックしなければならない。
さらに FW の運用中にサービスポリシーの変更が生ずる場合がある。iptabels にて随時チェイ
ンのルールを修正（或は追加）することでポリシーの変更を反映させることが可能であるが，ルー
ルを記述する順番に充分注意することが必要である。パケットは該当チェインのルール順に逐一
適用され，ACCEPT か DROP のルールに出逢ったら，パケットの検査はその時点で終了し，残
りのルールは適用されない。一般的に稼働中のルールを修正する際には，ルール設定のスクリプ
トファイルを用意し，このファイル中に（1）古いルールを全てクリアする，（2）デフォルトの
ルールを設定する，（3）サービスに応じた全てのルールを明示的に設定するという 3 ステップで
FW の運用・管理を行なう。修正が必要なときにこのスクリプトファイルの適切な個所を修正し
て，スクリプトを再実行することで変更したルールを反映させる。
4.1.2

NAT 変換

NAT 変換で（1）内外の相互接続，（2）内部アドレスの隠蔽の機能を実現するが，アドレス変
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換によってパケットの送信元或は送信先が変るので注意すること。ソースアドレス変換（SNAT）
は，内部から外部へのアクセスの際によく使われる。この際に外部ネットワークから見ると，
FW からのアクセスのように見え，実際のクライアントのアドレス情報は見えない。
まれではあるが，外部から内部公開サーバへのアクセスに対して SNAT を行なう場合も在る 6）。
この場合，内部の公開サーバから見れば外部からのアクセスが FW（内部インターフェース）か
らのアクセスになってしまうため，同一公開サーバ上に内部限定（内部ネットワークからのアク
セスは許可する）のサービスがある場合，本来内部限定のサービスは意に反して外部からのアク
セスを許可してしまうことになる。従って公開サーバ上の内部限定サービスのアクセス権につい
て，FW からのアクセスを明示的に拒否すべきである。
4.1.3

ログ処理

ログの記録及び処理について，一般的にドロップ（拒否）したアクセスのログを優先的に記録
するが，セキュリティ問題があった時に調査やアクセスの追跡が必要なことを考慮すると，拒否
したアクセスのログだけでなく，許可したアクセスのログも記録する方が望ましい。なぜなら，
不正アクセスは，最初は許可されたサービスを通じて攻撃が行なわれるケースが多く，攻撃の最
初の痕跡は許可したログの中に残ることも考えられるからである。但しアクセスログを全て記録
する場合，ログファイルの容量が厖大になる。今回の試験環境では 1 日のログ容量は 100 MB 前
後であった。従ってログを保持する日数に応じて，充分な記録スペースを確保すること。またロー
テションされた古いログファイルを圧縮して保管することでディスク容量を節約することも考え
られる。例えば，今回の実験に gzip でログファイルを圧縮することにした。圧縮率は 18～19 倍
であった。但しファイル圧縮のため，沢山のメモリー及び CPU 資源を用するため，ログファイ
ルのローテション周期（ファイルサイズ）と圧縮の時間帯及び CPU の処理能力などを充分配慮
すること。更にセキュリティを強化するため，FW マシン上にログを記録せず，替りに専用マシ
ンを立てて，ログ記録及びログ処理（圧縮，解析など）をすることも有効である。
4.2

FW の活用

Linux カーネル 2.4.x に実装したネットフィルターはパケットレベルでのフィルターリング機
能を提供するものであるが，次のような応用も考えられる。（1）簡易型ネットワークアナライ
ザ：アクセスのログを記録することで，ネットワークの通信状態の簡単な分析が可能である。図
5 に今回の実験期間中（1 ケ月間）にドロップされたアクセスの割り合いを示す。ICMP を用い
た不正スキャンが約半数を占めていることが分った。（2）パケットフィルターリングブリッジ：
Linux カーネル 2.4.x に実装されたブリッジ機能には，パケットフィルターリング機能はないが，
少し修正を加えること（2.4.x 用のパッチを当てる [8]，カーネル 2.6.x では修正すること無く利
用できる）で，フィルターリング可能なブリッジとして動作可能である。この機能を利用すれば，
既設のネットワーク機器のルーティング等の設定に変更を一切加えることなく，パケットレベル
の FW 機能を有するブリッジをネットワーク中に設置することが可能である（現在，ダイアルアッ
プ接続環境に活用している）。
6） セキュリティを高めるため内部ネットワーク上のルーティングに外部ネットワークへのアクセスのデ
フォルトのルーティングを設定しない場合に，外部からのアクセスに対して公開サーバの折り返しの応答
が外へルーティングされないため，FW の内部インターフェースへの SNAT 変換が生ずる。
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図 5：FW 上でドロップされたパケットの割合

5．まとめと今後の課題
Linux カーネルのネットフィルター機能を利用して，パケットレベルの FW を設計構築してそ
の可用性（安全性，安定性及び運用）について調べた。試験データから安全性と安定性は，広島
県立大学の現在の日常的な運用状態においては利用可能なレベルまで達していることが判った。
しかしながら，FW のようなセキュリティに直接関係するサーバの場合，外部からの激しい攻撃
にさらされるような負荷の高い状態，緊急時において，どれだけ安定的に運用できるかという点
も非常に重要であり，今後はその点についての評価が必要である。
Linux は GPL ライセンスのもとで無償での利用が可能であるが，設計，実装から運用までを自
前で行なうだけの技術力と労力が求められる。安全性についても，商用製品のようなメーカ保証
がないため，利用者がそのリスクを負うことになる。利用者は常に関連情報を収集し，必要に応
じてパッチを当てたり，バグを修正したりして安全性を維持しなくてはならない。
また大手メーカの FW 製品に較べて対応できる通信プロトコルが少ないことも問題である。特
に動的に接続ポート番号（或はプロトコル）が変わる通信や通信中のプロトコルから他のプロト
コルを利用するような通信などには対応できないことが多い。これらを今後の課題として早期解
決を期待する。
以上のことから，ネットワーク規模及び用途にもよるが，千名以上のユーザもあるネットワー
ク環境においては，現時点で直ちに商用 FW 製品に取って代わって Linux パケットフィルターリ
ング型 FW を導入することは無理があると言わざるを得ない。しかし，現在運用中の FW の障害
時等の緊急の際に一時的に使用するなど，商用 FW サーバを補う形での活用は可能と考えられる。
また，FW 製品と組み合わせて負荷分散をさせたり，組織部局の支線ネットワークへ活用したり
することが考えられる。これらの結果から今回の構築実験から得たノウハウは充分価値があると
云えよう。
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