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1 はじめに
セキュアOSはホストレベルで高いセキュリティを確保
できる。しかし一方、そのために複雑なアクセス制御に
関する設定を必要とする。また、この設定を行うために
は知識と経験が必要である。現実的にセキュアOSとアプ
リケーションに精通していない者が設定を行うことは難
しい。そこで、本研究ではシステム構成とアプリケーショ
ン設定に基づく自動生成を提案する。精通した者が設定
したアクセス制御に関する設定にホストに応じた変更を
自動的に加える。変更は、システム構成とアプリケーショ
ンの設定ファイルから得られる情報を用いて行う。これ
により、ホストに応じたアクセス制御に関する設定の自
動生成をめざす。

2 背景
2.1 セキュアOS
セキュア OSは脆弱性を狙う攻撃に対して有効な対策

となる。たとえ、未知の脆弱性を狙った攻撃であっても、
被害を最小限に留めることが出来る。これはセキュアOS
が強制アクセス制御と最小特権の二つを実現する機能を
持っているからである。

2.2 強制アクセス制御
強制アクセス制御は、あらかじめ管理者が定めたアク
セス制御に関する設定に基づいて、強制的にアクセス制
御を行う仕組みのことである。プロセスやユーザの権限
をあらかじめ定めておくことで、不必要なアクセス権限
を排除し、必要なアクセス権限のみを設定することがで
きる。また、強制アクセス制御には管理者でも逆らうこ
とができない。強制アクセス制御に対して、従来の所有
者が自身のリソースに対するアクセス権限を設定するア
クセス制御は任意アクセス制御と呼ばれる。

2.3 最小特権
最小特権は、プロセスやユーザに動作・運用・業務に必
要な最低限の権限のみを与える仕組みのことである。不
必要なアクセス権限を排除することで、権限が奪取され
た場合の被害の範囲を狭めることができる。

2.4 アクセス制御の設定
アクセス制御の設定とは、主体（プロセスやユーザ）か
ら対象（プロセス、ファイルなどのリソース）へ、どの
ような形でアクセスを許可/拒否するかを定めることであ
る。この主体から対象へのアクセス制御の設定を正しく
行うことで、強制アクセス制御と最小特権を実現するこ
とができる。いずれのセキュア OSにも存在するが統一

Framework for automated Security Policy builder using applica-
tion and system configuration
Yuta Yamamoto
Keio University Faculty of Environmental Information

された名称は存在しない。本研究では、セキュリティ・ポ
リシと呼ぶことにする。

3 問題点
セキュリティ・ポリシには全ての許可されるアクセスを
定義する必要がある。アクセス制御の粒度が細かければ
細かいほど、セキュリティ・ポリシは複雑になる。また、
設定を行うにはプログラムがどのように動作しているか
把握する必要があるため、日常的に利用しているサービ
ス・アプリケーションであっても、設定は難しい。現実
的に、セキュア OSとプログラムの両方に精通した者で
なければ設定は不可能である。

4 情報共有・流通とその問題
本研究では、情報の共有・流通モデルを用いる。
セキュア OSとサービス・アプリケーションに精通し

た者が設定したセキュリティ・ポリシを共有する。これ
により、精通していないものでもセキュア OSの利用が
可能になる。しかし、同じサービス・アプリケーション
用のセキュリティ・ポリシであっても、ある環境・用途の
ために作られたセキュリティ・ポリシは、そのままでは
その環境・用途にしか再利用できない。
現在は、ディストリビューション単位などで環境に合
わせたセキュリティ・ポリシが提供されている。そのた
め、ディストリビューション固有のパッケージの構成・設
定をそのまま利用すれば動作する。しかし、設定を一つ
変えるだけで動作しなくなってしまう。
しかし、セキュリティ・ポリシそのものには再利用性
がある。ApacheがDocumentRootに対して read権限を
持っているなどアクセス制御の設定は抽象化することが
できる。また、Apacheなどのサービス・アプリケーショ
ンが/etc 以下に write 権限を持つ必要はない。Webmin
のように動作するWebアプリケーションを独自で実装し
た場合でも、そのWebアプリケーションにはApacheと
は別にアクセス権限が設定されるべきである。Apache自
体が/etc以下へ書き込み権限を持つ必要ない。このよう
にセキュリティ・ポリシそのものには再利用性があると
考えられる。
再利用を行うためには二つの問題を解決する必要があ
る。一つは必要なアクセス制御の選択である。するする、
きつきつといった運用ポリシーに準ずるようなマクロな
選択から、ある機能が必要か不必要かといったミクロな
選択まで存在する。しかし、これらはパターン化するこ
とが出来る。もう一つは環境に関する具体的な値の変更
である。Apacheにおける DocumentRootが実際にどの
パスに設定されているのかといった具体的な値の変更が
必要である。



5 システム構成とアプリケーション設定
再利用に関する二つの問題を解決するために、本研究
ではシステム構成とアプリケーション設定を判断材料に
用いる。あるサービス・アプリケーションがどのように
動作するかの条件は、ソースコードに固定的に定められ
た条件と設定ファイルにユーザが定めた条件がある。す
なわち、ユーザが特別ソースコードに変更を加えていな
いのであれば、サービス・アプリケーションがどのよう
に動作するかは判断することができる。本研究では、こ
の判断に基づいて、ホストに応じた変更を加える手法を
用いる。

5.1 実例：Apache
Apache の動作に関して、システム構成とアプリケー
ション設定から得られる情報を実例としてまとめる。環

表 1: Apache Resource

リソース 情報の取得元
実行バイナリ なし
設定ファイル なし/”httpd -V”/Include
ベースディレクトリ ServerRoot
ウェブコンテンツ DocumentRoot
CGIスクリプト ScriptAlias
ユーザディレクトリ UserDir
エラーログ ErrorLog
アクセスログなど CustomLog
スクリプトログ ScriptLog
モジュール LoadModule
キャッシュディレクトリ CacheRoot
プロセス ID記録ファイル PidFile
ロックファイル LockFile
ポート番号 Listen

境に関する具体的な値の情報として、得られることがで
きない可能性がある情報は、実行バイナリのパスと設定
ファイルのパスである。設定ファイルのパスは実行バイ
ナリから得られるコンパイル時のオプション設定を見る
ことで類推することができる。注意しなければならない
のは、設定ファイルは起動時に”-f”オプションを用いるこ
とで、実行バイナリから得られた情報とはまったく別の
場所から利用することができることである。しかし、基
本的には環境に関する具体的な値に関しては設定ファイ
ルなどからほぼ取得することが可能である。
一方、判断が難しいこともある。それは cgiに関するア

クセス制御である。cgiを利用するかどうか自体は Scrip-
tAliasや ExecCGIの有無によって判断することが可能で
ある。しかし、ウェブコンテンツの中で、cgiによってア
クセスされるファイルを判別するのは現実的に不可能で
ある。また、cgi自体のネットワーク利用に関しても設定
ファイルから判断することができない。cgiの動作に関す
るアクセス制御を緩く設定しないのであれば、以上のよ
うな判断の難しい項目に関してはユーザ自身に決定を促
す必要がある。

6 評価
6.1 正当性の評価
プロトタイプ実装によって自動生成されたセキュリティ・
ポリシの正当性を評価する。

Apacheを Fedora Core Linux4パッケージのデフォル
ト設定に基づいて実行する。自動生成されたセキュリティ・
ポリシを用いて正しく動作するか、具体的な評価項目に
基づいて評価する。また、デフォルトのセキュリティ・ポ
リシと比較を行う。評価結果を表に示す。説は、設定か
ら導くことが出来る意図である。○は可であるべきとい
う意図が読み取ることができる。自は本研究によって自
動生成されたセキュリティ・ポリシを用いた場合の動作
可否である。デはデフォルトのセキュリティ・ポリシを用
いた場合の動作可否である。

表 2: セキュリティ・ポリシの正当性の評価

評価項目 設 自 デ
Apacheの正常起動の可否 ○ ○ ○
DocumentRoot以下の表示可否 ○ ○ ○
ScriptAlias以下の cgiの利用可否 ○ ○ ○
cgiから ScriptAlias以下の読込可否 － ○ ○
cgiから ScriptAlias以下の書込可否 － × ×
cgiから DocumentRoot以下の読込可否 － × ×
cgiから DocumentRoot以下の書込可否 － × ×
Alias以下の表示可否 ○ ○ ○
各種ログの出力の可否 ○ ○ ○
UserDir以下の表示可否 × × ○
UserDir以下 cgi等の利用可否 × × ×
cgiのネットワーク利用可否 － × ×

評価項目の内、cgiに関するアクセス制御の幾つかは設
定ファイルから管理者の意図を読み取ることが難しい。設
定ファイルから管理者の意図を読み取ることができない
ものに関しては設定の項目を”－”とした。
表の通り、設定ファイルから管理者の意図を読み取る
ことができないものを除いては正しくセキュリティ・ポ
リシを自動生成することができた。
また、デフォルトのセキュリティ・ポリシに比べ、ユー
ザディレクトリ以下の htmlの表示に関して、より正確な
定義を行うことができた。これは、自動生成が設定ファ
イルの UserDirディレクティブに基づいて定義したため
である。

6.2 セキュリティ強度
セキュリティ強度の評価として、自動生成されたセキュ
リティ・ポリシを評価する。
管理者が望む動作をするのであれば、サービス・アプ
リケーション用に明示的に Security Contextが付与され
たリソースの数は少なければ少ないほどセキュリティ強
度が高いといえる。なぜならば、Security Contextを付
与する行為は、すなわちアクセス権限を付与する定義で
あるからである。

Apacheを Fedora Core Linux4パッケージのデフォル
ト設定に基づいて利用する環境を想定する。



自動生成されたセキュリティ・ポリシによって実際に付
与されたファイルの総数と、デフォルトの定義で実際に
付与されたファイルの総数を比較する。

表 3: Security Contextを付与されたファイル数
Security Context 自動生成 デフォルト
httpd exec t 1 1
httpd suexec exec t 1 1
httpd config t 3 4
httpd sys content t 248 249
httpd sys script exec t 2 2
httpd user content t 0 7
httpd log t 3 3
httpd modules t 43 48
httpd var run t 1 1
合計 302 316

自動生成ではパスなどの情報を実際に収集したものを
用いる。そのため、あらかじめ多くの環境に適用するよ
うに定義されたセキュリティ・ポリシよりも正確に定義
を行うことができた。
自動生成されたセキュリティ・ポリシと、デフォルトの
定義との差異の原因について考察する。

httpd config tやhttpd modules t、httpd sys content t
の差異は、ラベルの定義の仕方が原因である。デフォル
トのセキュリティ・ポリシは個々のファイルに対してラ
ベルを定義するのではなく、ディレクトリと正規表現を
用いてラベルの定義を行う。一方で、自動生成されたセ
キュリティ・ポリシは、設定ファイルに基づき、実際に
利用する個々のファイルに対してラベルの定義を行った。
この差がラベルを付与されたファイルの差になったと考
えられる。

6.3 定義工数
定義工数の評価として、セキュリティ・ポリシを定義す
るのに掛かる時間を計測を行った。

Apacheを Apache.orgからダウンロードしたソースか
らコンパイルを行い、Apache.org標準の環境と設定を用
いる環境を想定する。
本研究を用いてセキュリティ・ポリシの自動生成を行う
のに要した時間を計測する。計測は 150回行い、その平均
を用いる。比較対象として、デフォルトのセキュリティ・
ポリシの変更を手動で行う場合と、セキュリティ・ポリ
シを一から定義した場合に必要な行数を計測した。手動
で定義を行った場合の時間は必要な行数× 15秒で計算す
るものとする。
手動で変更を行う場合は自動生成と同じセキュリティ・
ポリシになるように変更を行う。一から定義を行う場合
は、実際に一から定義を行うと、最終的に同様のセキュ
リティ・ポリシが生成された保証がない。そのため、自動
生成されたセキュリティ・ポリシ全体の行数を計測した。
これを一から定義を行ったものだと仮定する。
表の通り、自動生成を導入することで、セキュリティ・
ポリシの定義コストを削減することができた。

表 4: セキュリティ・ポリシの定義に必要な工数
手法 行数 秒数 標準偏差
自動生成 － 157.453 7.269
手動変更 73 1095 －
一から定義 376 5640 －

自動生成を行う場合には、以下のような手順を踏むこ
とになる。調整スクリプトはベースとなるデフォルトのセ
キュリティ・ポリシをよく理解しているものによって作ら
れる。ユーザはあるラベルに付与されているアクセス権
限が何であるかを意識する必要がない。そのため、セキュ
リティ・ポリシを意識することなく利用が可能である。

7 今後の課題
今後の課題として、調整スクリプトの記述のコストの
削減が求められる。本フレームワークはユーザのコストを
大幅に削減する。しかし一方、自動生成を行うためのスク
リプトを定義する者に要求されるコストが非常に大きい。
本研究と同様の試みに configureがある。configureスク
リプトの記述は autoconfを用いて簡易化されている。そ
のため、ソフトウェアの開発者が容易に記述できる。本
フレームワークにおいても、マクロなどによる記述の容
易化が課題となる。
本研究ではプロトタイプとして Apacheの自動生成を
行った。Apacheの場合は設定ファイルからセキュリティ・
ポリシを変更する情報を取得できた。しかし、同様のこ
とが全てのサービス・アプリケーションで行えるかは不
明である。Apacheだけではなく、他の多くのサービス・
アプリケーションで同様に自動生成が行えるかどうかの
確認が課題となる。


