
　これまでのネットワークセキュリティ研究はOSIレイヤ毎に議論されてきた。この従来モデルはスケー

ラビリティがある点では優れている。しかし、多数の低機能な端末が接続される環境ではネットワーク

越しの操作が必要とされる。また、より強力なセキュリティモデルを構築するために別階層のセキュリ

ティ情報も組み合わせて利用する必要性が出てきた。 

　我々はそのようなモデルの一例として、積み上げ型の「階層セキュリティモデル」を提案した。この

モデルは端末の情報を下位層から順次「認証シナリオ」によってチェックすることにより、ホームゲー

トウェイ及びその末端に接続されている端末の動作を制御するものである。 

　端末の挙動をネットワークから制御することが可能となるため、特にIPv6におけるマルチプレフィッ

クスモデルを低機能な端末に対して適用する場合において、有効に動作すると考えられる。そこで我々

は、本研究の「階層セキュリティモデル」を実証するシステムを試作し評価を行った。その結果、セキュ

リティ対策を個別に実施するよりも簡単に全体としてのセキュリティ強度の向上が図れた。また、階層

セキュリティモデルの医療分野への適用についても考察した。 

　なお、本研究の一部は2005年度に独立行政法人 情報通信研究機構の委託研究 を受けたものである。 
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IPv６階層セキュリティモデルの 
実装と適用 

An Implementation of IPv6 Multi Layer Security Model and Its Business Applications

IWAI Takashi　　   MATSUMOTO Minoru　　　 HONDA Eiji　　　   KANAYAMA Kenichi　　　HIROMI Ruri

概要 

1. はじめに 

IPv6ソリューション 

岩井崇　　　　　　 松本実　　　　　　 本田栄司　　　　　　金山健一　　　　　廣海緑里 

 （1）平成17年情報家電のIPv6化関連研究開発事業の委託研究「閉域ネットワークを前提としたアプリケーションサービスのセキュアな多重提供方式に関する研究」 
　　(http://www2.nict.go.jp/pub/whatsnew/press/h17/050617/050617.html)

（1） 

　今日、産業社会におけるネットワークサービスの多様化が

進み、PC・非PC機器にかかわらずさまざまな端末がダイレ

クトに接続され、HDDレコーダのリモートアクセス、IP電話

サービス、Webカメラによるホームセキュリティサービス、

などの IPネットワークサービスの展開が盛んに行われてきて

いる。また、このダイレクト接続を行うために IPv6通信を利

用しようという動きも活発である。 

　一方、こうしたネットワークの発展の裏にはセキュリティ

脅威が必ずつきまとうことになる。例えば、サービス利用者

側では、盗聴、データ改ざん、なりすましによる非PC機器へ

の不正アクセスなどの脅威がある。サービス提供者側では、

未知端末からの不正アクセスによるサービス利用などがある。

また、特殊な例としては、WinnyによるP2P通信を利用した

情報漏洩事件に代表されるような二次的被害のセキュリティ脅

威も現れてきている。 

　そこで我々は、これらのセキュリティ脅威における対策を包

括的に管理し、ネットワーク全体のセキュリティレベルをある

一定の高い水準で維持するための階層セキュリティモデル

[1](以下、MLS (Multi Layer Security) モデル)を検討し、

サービス提供者側からサービス利用者側のネットワークセキュ

リティのレベルを管理することを容易に実現するための要素技

術としてIPv6技術を用いた実証システムを試作した。 

　なお、MLSモデルの適用前提条件として、次の図１のような

環境を想定している。この想定環境では、マルチホーム環境、



19

特
集
 

2006

第 6 号 

I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L

2. セキュリティ対策の現状と課題 

図1　想定するネットワーク環境 

3. 階層セキュリティモデル 

　ネットワークを構築しているあらゆる場面で、さまざまなセ 

キュリティ問題が懸念されている。そして、それらの問題を解

決するためのセキュリティ対策がOSIレイヤ毎に別々に講じら

れている。 

　図２の左部分は、従来のセキュリティ対策をモデル化して表

したものである。このモデルでは、以下のような問題が発生し

得る。 

(1) セキュリティ強度を保つのが困難 

　　　セキュリティ強度を保つとは、一度確保したセキュリ

　　ティレベルを同レベルのまま維持することである。レイヤ

　　毎にセキュリティ対策が施されている状況では、複数のレ

　　イヤをまとめて一つのセキュリティレベルとみなす場合、

　　それを維持するには全てのレイヤの対策が正常に施されな

　　ければならない。 

(2) サービス及び端末の多様化への対応が困難 

　　　サービスが多様化すると利用中のサービスから別のサー

　　ビスへ移行した場合、それに併せて別のセキュリティ対策

　　を講じる必要がある。また、非PC機器のような性能レベ

　　ルが低い端末が接続する場合にはそれに対応するセキュリ

　　ティ対策が別途必要になる。 

(3) 管理コストの増大 

　　　各レイヤにセキュリティ対策を講じると同時にその管理

　　も必要になり、利用するサービスネットワーク全体として

　　の管理コストは対策を講じる数に比例して増加する。 

(4) セキュリティレベルが利用者のモラルに依存 

　　　通信の主導者であるサービス利用者がセキュリティ面に

　　高い意識を持って、サービス利用者の手であらゆる脅威に

　　対する策を講じておかなければ全体の通信接続に関するセ

　　キュリティを確保できない。 

(5) サービス提供者側のセキュリティ要件の充足が困難 

　　　サービス提供者が設定するサービス利用のためのセキュ

　　リティポリシーは必ずしも全サービス利用者に伝わるもの

　　ではない。例えば、未知端末によるサービスの不正利用が

　　生じる可能性がある、など。 

　端末のセキュリティ強度がネットワークのセキュリティ強度

に影響を与える可能性があるため、不特定多数の端末からネッ

トワークを守ることは非常に困難である。例えば、IPv6は多

数の非PC機器を低コストで接続できるが、そのような機器

（例えば、電気メーター）が多様で柔軟なセキュリティ対策を

講じることはコスト面の観点から難しい。 

　IPやアプリケーション等それぞれのレイヤでセキュリティ

対策が必要だが、それらをまとめて管理する仕組みがないと管

理コストの増大を招く。例えば、ウイルス対策ソフトウェアや

パーソナルファイアウォールを導入するかどうかは利用者側に

依存するが、これはネットワーク全般に影響を及ぼし、品質上

問題となる。 

 

HDDレコーダ 

インターネット 

ホームゲートウェイ 

ノートPC

サービス利用者ネットワーク 

アクセスネットワーク網 

サービス提供者サイト 

アプリケーション 
サーバ 

※図の矢印は、その色のサービス提供者サイトから割り当てられたprefixを使って 
　通信を行っている状態を示す 

　第２章で挙げた５つの問題を解決するためにMLSモデル(図２)

を提案する。このモデルは、全レイヤのセキュリティ状態を統合

的に扱い、レイヤ間の組み合わせを考慮するセキュリティモデル

である。このモデルは以下のような特徴を持つ。 

マルチプレフィックス環境を考慮したものになっている。 

　マルチホーム環境とは、複数のサービス提供者などへ同時に

接続が伴う環境のことを指す。マルチプレフィックス環境とは、

サービス利用者ネットワーク内において複数のネットワークを

指し示すプレフィックスが混在する環境のことを指す。 

　このような環境下において、サービス提供者はクローズドな

ネットワークを形成し、その中でのみ有効なセキュリティレベ

ルでサービスを提供するものとする。 

　MLSモデルはマルチプレフィックス環境以外でも構築できる

が、よりMLSモデルの有用性を示すためマルチプレフィックス

制御技術[２]の導入を前提に議論を進める。 

サービス提供者サイト 
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（2）ここでいう認証レイヤとは、階層セキュリティモデルで定義された各認証の階層を示す。OSI基本7階層とは厳密には異なる。 

from HGW

to 端末 

from 検疫サーバ 

to HGW

to HGW

3.1 システム概要 
　本研究では、MLSモデルの応用システムとして、統合管理シ

ステム(図３)を試作した。統合管理システムは、管理を担う統

合管理サーバ(図３上部)と管理される端末に分けられ、認証状態

情報を伝達する外部機器がそれらの橋渡し役となる構成である。 

　外部機器とは、統合管理サーバと各端末の状態情報をやり取

りする機能を有する機器(本システム構成では、マルチプレフィッ

クス制御技術対応ルータ、検疫サーバ、認証サーバに相当)で

ある。また、提供するネットワークサービスに応じて具体的に

使われる外部機器の組み合わせは異なる。つまり、統合管理シ

ステムとしては、通信インターフェースのみ提供しているので

外部機器の組み合わせは問わない柔軟な対応を実現している。 

3.2 統合管理サーバ 
 

3.2.1 認証シナリオ記述機能 
　認証シナリオとは、サービスのセキュリティポリシーに関す

るルール表現である。シナリオに記述する内容は、以下の3つ

である。 

(1) レイヤ間の連携（認証レイヤの設定　） 

　　　L２認証の後にL４認証を行うといったようなレイヤ間の

　　連携について記述する。 

(2) 適用する認証技術 

　　　IEEE ８０２.１X認証、MACアドレス認証、検疫サービス、

　　などについて記述する。 

(3) 認証結果によるアクション 

　　　認証結果OK/NGに応じて選択される検疫サービス指示、

　　フィルタのOPEN/CLOSE、などのアクションを記述

　　する。 

　認証シナリオをサービス提供者が必要なレベルに設定すること

により、セキュリティ管理を統合的に実施することができる。 

 

3.2.2 通信インターフェース機能 
　通信インターフェース機能は、統合管理サーバが外部機器か

ら端末情報を受信するときや端末 (中継としてホームゲート

ウェイと通信する場合もある) にセキュリティ対策の実施指示

を送信したりするために必要なものである。この通信インター

フェース機能を拡張することにより様々なセキュリティ技術へ

の対応が可能となる。 

 

(1) 端末認証ステータスをサービスネットワーク側で管理 

(2) セキュリティ対策の積み上げ 

(3) 各レイヤのセキュリティ情報を包括し、全体のセキュリティ

　　強度を向上 

　MLSモデルの各セキュリティ技術は、各レイヤで従来から

使用されているセキュリティ技術をそのまま利用している点

で特に変わらない。しかし、下位レイヤから積み上げて一定

の管理の下で全体としてのセキュリティ強度を上げるという

特徴がある。 

　このMLSモデルを導入することでサービス提供者は、端末

認証の自動制御を実現したり、認証シナリオ(３.２節参照)に

よって端末のセキュリティレベルを制御したり、といったよ

うなサービス利用者へのセキュリティレベルの管理が容易に

実現できる。 

実現手順 
 

管理方法 

統
合
管
理
サ
ー
バ
 

レイヤ 適用するセキュリティ技術 

L4～L7 特定サーバ／ピアへの通信許可、暗号化など 

端末の利用サービスネットへの接続 
 

端末状態のチェック（ウィルス感染等） 
 

端末へのネットワーク設定情報の付与 
 

識別情報に基づくL２接続認証 
 

フィルタ制御技術 
 

検疫ネットワーク 
 

DHCP-Auth、　RA-Auth 
 

MACアドレス認証 
 

IEEE802.1X/EAP 
 

L3

L2

通信ポリシー配布サーバから端末への 
通信制御設定情報の配布 
 パーソナルファイアウォール 
IPsecポリシー 
 

（ （ 
STEP 5

STEP 4

STEP 3

STEP 2

STEP 1

図２　階層セキュリティモデル概念図 

セキュリティ脅威(上) 
セキュリティ管理内容(下)

通信内容の漏洩やインターネット/サイト内から
の不正アクセス 

端末の想定外エリアへの通信発生 

汚染端末のネットワーク接続 

IPアドレス詐称 

不正端末のネットワーク接続 

従来モデル部分 MLSモデル用追加部分 
MLSモデル 

（2） 
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図４　通信プロトコルによる管理(OK)例 

図５　通信プロトコルによる管理(NG)例 

4. システムの実装とその評価 

4.1 試験環境 
　MACアドレス認証、 IEEE８０２.1X/EAPのうち、EAP-

MD５認証およびEAP-TLS認証の３つのL２認証方式を用いて

考えられる認証シナリオを６種類にパターン化した(表1)。

L４認証では、MACアドレスフィルタリング、L２～L４認証

の間に、L２.５認証として検疫サービスを実施した。 

　本システムの試験環境となる機器構成、及びネットワーク構

成の概略図を図６に示す。この試験環境は、表1の６種類の認

証シナリオを当てはめていくための最小構成となっている。

サービスサイト側には「統合管理サーバ」と「検疫サーバ」を

設置する。ユーザネットワーク側には「認証サーバ」と「マルチ

プレフィックス制御技術対応ルータ」を設置する。また、ユー

ザA、Bはそれぞれ端末A、Bどちらの端末も利用可能とし、

その認証IDを両方とも登録しておく。また、十分なセキュリティ

強度を確保すること、ネットワーク側からの端末制御を行うこ

とが目的であるため、複数サービスサイトの混在はここでは考え

ず、ユーザネットワークとサービスサイトの数は1:1とする。 

端末認証状態 
from HGWfrom HGW

to 端末 to 端末 

from 検疫サーバ from 検疫サーバ 

to HGWto HGW

L2認証OK

検疫サービス 
指示 

検疫成功 

フィルタ 
OPEN指示 

L2認証OK登録 

L2認証OK登録成功 

検疫成功登録 

検疫までの動作成功 

統合管理サーバ 外部機器 

通信インター 
フェース機能 

端末状態 
制御機能 

time

HGW:　ホームゲートウェイ 

L2
検疫 
 

OK　   － 

認証 

L2
検疫 
 

OK　  OK

認証 

Start

End

端末認証状態 

from 検疫サーバ 

to HGWto HGW L2認証指示 

検疫成功 
検疫成功登録 

検疫までの動作失敗 

統合管理サーバ 外部機器 

通信インター 
フェース機能 

端末状態 
制御機能 

time

HGW:　ホームゲートウェイ 

L2
検疫 
 

－　   OK

認証 

Start

End

 

3.2.3 端末状態制御機能 
　端末状態制御機能は、接続してきた端末の認証状態をデータ

ベースに登録し、過去の認証履歴、現在の認証シナリオの設

定から端末にどのような振る舞いをさせるべきかを決定する。

具体的には、以下のような処理を行う。 

(1) 認証レイヤ間のセキュリティ情報伝達 

　　　下位認証レイヤで行われた認証結果をデータベースに

　　登録し、上位認証レイヤで利用可能にする。 

(2) 認証シナリオデータの参照 

　　　どのような認証を行えばよいのか、どこまで認証を終

　　えたのか、などを決定・通知する。管理対象となる端末、

　　サービス利用者サイトを判定する。 

(3) 端末検出/死活監視通知 

　　　新規接続端末の検出及びその接続が不正アクセスか否

　　かを判定する。外部機器との通信内容及び既接続端末の

　　死活、ネットワーク有効性を監視する。 

 

3.2.4 統合管理サーバの動作 
　統合管理サーバと外部機器との通信を図４、図５に示す。

図４は、端末の認証が全認証レイヤで成功した様子を、図５

は、全認証レイヤでみると認証に失敗した様子(検疫は成功し

ているが、L２認証が終わっていないので、L２と検疫を含め

た全体としてはNGとなる)を表している。 

4.2 試験結果と考察 
　システム実装・評価では、L２認証方式として３種類をそれ

ぞれ動作確認した。そして、MACアドレスフィルタリング、 
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表1　認証シナリオパターン 

図６　試験ネットワーク構成図 

5. 将来展望 
　本システムは、シンクライアント、ディスクレスクライアン

トの応用ソリューションへの展開が考えられる。通常のシンク

ライアントの場合、端末を利用するネットワークに依存するの

で、会社、自宅、外出先などアクセスするネットワークそれぞ

れにセキィリティ機器を導入する必要がある。それゆえ、各

ネットワークで決められたセキュリティポリシーを統一するの

は容易ではないという課題がある。その点、MLSモデルは、

サービスネットワーク側の統一的なセキュリティポリシーに基

づいた端末制御をしているので、場所に依存しないのはもち

ろん、PCや非PCといった端末の違いを意識せずに認証し、

セキュアな通信を実現する。 

　医療分野では、患者の個人情報であるカルテを他者に提供す

るときには、十分なセキュリティを考慮する必要がある。そこで、

本システムを用いて、患者の電子カルテなどの情報を地域の医

療機関で共有することを目的にした地域医療情報ネットワーク

における適用を想定して考えてみると次のようになる(図7)。

同じ地域で協力提携を結んでいる医療機関同士がグループを形

成し、このグループに属する機関内の特定の端末であれば患者の

最新の電子カルテが手に入るようなネットワークを構成する。

つまり、サービスサイト側にいるデータ提供センタで決められ

たポリシーに沿った認証シナリオに従って均一なセキュリティ

レベルにある端末のみにサービス用のアドレスプレフィックス

を割当てることにより、この端末のみに地域医療情報ネット

ワークへのアクセスを許可する論理ネットワークを構築できる。 

　医療機関に設置された共用端末の場合、端末のみの識別では

ユーザの区別がつかなくなって脆弱性が生じてしまうが、L２

認証にユーザ認証を適用すれば解決できる。 

　異なる医療機関間を移動する端末(例えば救急車に搭載の通信

機器など)の場合、セキュリティレベルの管理はあくまでサービ

スサイト側なので場所によってセキュリティポリシーが異なっ

ていても何ら影響を受けることなくセキュリティ強度を保つこ

とができ、安全に通信することができる。 

　また、他の医療機関に保管された患者の過去の診察歴から必

要な情報をピックアップし最適な治療方法を見つけ出すアプリ

ケーションレベルの付加サービスにはWICE[３]による検索エ

ンジンを使うことで提供可能である。このように、本システム

は、医療分野のソリューションとしての応用展開の可能性があ

ると考えられる。 

試験項目 シナリオ名 
シナリオ概要 

L2接続認証方式 検疫サービス 

認証成功/ 
失敗アクション 

MACアドレス認証を
基にした端末管理機
能に関する試験 

MD5認証を基にした
端末管理機能に関す
る試験  
 TLS認証を基にした端
末管理機能に関する
試験 

A 

AQ

MACアドレス 
認証 

IEEE802.1X 
EAP-MD5認証 

IEEE802.1X 
EAP-TLS認証 

なし 

あり 

フィルタOPEN/CLOSE 

フィルタOPEN/CLOSE

B 

BQ 

C 

CQ

なし 

あり 

なし 

あり 

フィルタOPEN/CLOSE 

フィルタOPEN/CLOSE 

フィルタOPEN/CLOSE 

フィルタOPEN/CLOSE

アプリケーションサーバ 

Web管理画面 

統合管理サーバ 
検疫サーバ 

サービスサイト 
(xSP)

ルータ 

アクセスネットワーク網 
認証サーバ 
 MPR（※） 

ユーザネットワーク 
※ MPR ・・・ マルチプレフィックス制御技術対応ルータ（ホームゲートウェイの代わりになるもの） 

認証ID 
(ユーザA)

認証ID 
(ユーザB)

端末B
無線AP

端末A

サービスサイト 
 

ホームゲートウェイ 
 

患者情報端末 

検疫サービスを組み合わせたシステム試験を実施し、認証シナ

リオに従った端末、外部機器および統合管理サーバがMLSモ

デルのコンセプト通りに動作したことを確認した。また、ユー

ザIDとパスワードや電子証明書を使って端末認証を行うこと

によってユーザ単位で管理できることも確認した。つまり、共

用の端末を使ってもそれを利用するユーザ別にサービス提供の

可否を判断させることも可能となる。 

　MLSモデルの特徴である「端末認証ステータスをサービス

ネットワーク側で管理」、「セキュリティ対策の積み上げ」、

「各レイヤのセキュリティ情報を包括し、全体のセキュリティ

強度を向上」を実現するシステムを試作し、正しく動作するこ

とを確認した。これは、従来のセキュリティモデルにおける問

題点「セキュリティ強度を保つのが困難」、「セキュリティレ

ベルが利用者のモラルに依存」、「サービス提供者側のセキュ

リティ要件の充足が困難」を解決する足がかりとなる。今後は、

従来のセキュリティ対策における残りの問題点である「端末の

多様化への対応」、「管理コストの増大」についても解決する

ことを視野に入れ、製品化に向けての技術評価や特定利用目的

でのフィールド実験を行う必要がある。 
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図７　地域医療情報ネットワークにおける適用案 

6. おわりに 

統合管理サーバ 

サービスサイト 
 
サービスサイト 
 

アクセスネットワーク網 
 

電子カルテ 
 

ホームゲートウェイ 
 
ホームゲートウェイ 
 

患者情報端末 患者情報端末 院内 

市民病院 
診療所・クリニック 

大学病院 救急車内 

電子カルテ 
 

電子カルテ 
 

電子 
カルテ 
 

電子カルテ 
 

電子カルテ 
 

電子カルテ 
 

は同じサービスprefixを利用して 
形成されたグループの範囲を示す 
 

　本稿では、ネットワークセキュリティ問題を中心にその解決

策としてMLSモデルのシステムの試作とその動作確認につい

て述べた。従来のセキュリティモデルの特徴としては、セキュ

リティ対策をレイヤ毎に実施しなければならないこと、ユーザ

自身がセキュリティ対策を講じるためセキュリティ管理が不揃

いになりがちである、ということが挙げられる。一方で、

MLSモデルの特徴としては、端末の挙動をサービスネット

ワーク側から制御することが可能であること、セキュリティレ

ベルの積み上げによる通信の安全性向上が図られるということ

などが挙げられる。 

　今後の課題としては、なりすましによるセキュリティ問題が

残っており、ワンタイムパスワードなどの技術を使って完全に

サービスネットワーク側から制御ができるようにすることであ

る。想定とする利用方法についての実現性は確認できた。今後

は製品化に向けての技術評価や特定利用目的でのフィールド実

験を行う予定である。 

　MLSモデルは、レイヤ毎に実施されるセキュリティ対策を

統合管理する方式であるが、今回は対象となっていないプロ

トコルが存在する。今後は各種のプロトコルの組み込みの検討

と実装を行い、実運用者の要望に応えられるものを目指す。

特に、試作システムではネットワーク層までのセキュリティ

しか考慮されていないので、IPsecポリシーなど、アプリケー

ションレベルでの認証にも対応できるようにし、さまざまな産

業分野へのセキュリティソリューションとして展開していく予

定である。 


