本連載では、これからリモートアクセスVPNの導入を検討している読者のために、リモートアクセスVPNに
おいて利用されている技術、すなわちIPsecやPPTP、L2TP、SSL-VPNについて、それらの技術的な特徴
や違いをわかりやすく解説していく。最終回は、最近注目を集めているリモートアクセスVPN技術である、
SSL-VPNについて説明する。

馬場達也

最終回 SSL‐VPNを使用したリモートアクセスの仕組み
Supplement
■SSL
（Secure Sockets Layer）
1994年にネットスケープコ
ミュニケーションズによって
開発されたセキュリティプロ
トコル。TCPなどのトランス
ポート層とHTTPなどのアプ
リケーション層の間に位置す
るセッション層で動作し、主
にWWWサービスのセキュリ
ティの確保に利用される。
■IETF
（Internet Engineering
Task Force）
インターネットで利用され
る、プロトコルなどの技術を
標準化する団体。標準化され
た技術仕様は、RFC（Requ
est For Comments）として
公開される。
■TLS
（Transport Layer Secu
rity）
ネットスケープコミュニケー
ションズによって開発された
SSL3.0をベースにIETFで標
準化されたもの。TLS1.0の
仕様は、RFC 2246に記述さ
れている。
■IPsec（IP Security）
IPパケットレベルで認証や暗
号化を行うことのできるセキ
ュリティプロトコル群。
■PPTP
（Point - to - Point Tunne
ling Protocol）
マイクロソフトなどが提唱し
た、インターネットを利用し
たVPNを実現するためのプ
ロトコル。
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セッション層で動作する
セキュリティプロトコルのSSL

VPN」
では、
HTTP以外のプロトコルをHTTP
にプロトコル変換したり、SOCKSでアプリケ
ーションプロトコルをカプセル化してから

SSLは、1994年にネットスケープコミュニ

SSLを適用したりして、
SSLをさまざまなアプ

ケーションズによって開発されたセキュリテ

リケーションが利用できるようにくふうして

ィプロトコルであり、主にWWWサービスの

いる。

セキュリティを確保する機能として利用され

SSL-VPNは、これまでに紹介したIPsec-

ている。これまでにSSL2.0、SSL3.0というバ

VPNやPPTP-VPN、L2TP/IPsec-VPNとは

ージョンが開発されてきた。現在はIETFによ

違い、その実現方式は製品によって異なって

って、SSL3.0をベースにTLS1.0と名称を変更

いる。唯一の共通点は、SSLを使用してVPN

して標準化されている。しかし、現在多く利

を構築することくらいだ。したがって、今回

用されているのは、TLS1.0ではなく、SSL3.0

は代表的なSSL-VPNの実現方式についての

である。

み紹介する。

SSLは、トランスポート層であるTCPと
HTTPなどのアプリケーション層の間に位置
するセッション層で動作する
（図１）
。このた

SSL-VPNによって
提供されるさまざまな機能

めSSLの機能は、
通常はSSLで保護する対象と
なるアプリケーションに直接組み込む形で実
装される。例えば、HTTPをSSLを使用して
保護する場合は、WebブラウザにSSLの機能
を組み込む形となる。このSSLが適用された

SSL-VPNによって提供される機能を次に
まとめてみる。
■トンネリング機能

アプリケーションプロトコルのポート番号

SSLそのものにはトンネリング機能は備わ

は、表１に示すようにアプリケーションプロ

っていない。このため、SSL-VPNではポー

トコルごとに異なる。

トフォワーディングやSOCKSを組み合わせ

しかし、アプリケーションごとにSSLの機

ることにより、トンネリングと同等の機能を

能を組み込むのでは、SSLをVPNプロトコル

実現している。これらの仕組みについては、

として利用することはできない。
そこで
「SSL-

後ほど解説する。
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SSL適用前

SSL適用後

HTTP（80/TCP）

HTTPS（443/TCP）

SMTP（25/TCP）

SMTPS（465/TCP）

SSL-VPNでは、SSL-VPNサーバがリバー

POP3（110/TCP）

POP3S（995/TCP）

スプロキシとして動作し、リモートアクセス

IMAP（143/TCP）

IMAPS（991/TCP）

■ネットワーク情報自動設定機能

クライアントの代わりに内部サーバに対して
アクセスするため、クライアントに内部IPア

表１● SSLが適用されたアプリケーションプロトコルのポート番号

アプリケーション層

ドレスを割り当てたり、内部DNSサーバのア

セッション層

ドレスを設定したりする必要はない。ただし

トランスポート層

後述するソケットフック方式などのように、
DNSサーバのアドレスをクライアントに手動

HTTP

SMTP

…

SSL

SSL

…

ネットワーク層

■3DES
（Triple Data Encryption
Standard）
共有鍵暗号である「DES」の
強度を高めるために、同暗号
化方式を３重にかけるもの。
DESはIBMが開発した「Luci
fer」を改良して作られたもの
で、
米国の標準暗号となった。

TCP
IP

図１● SSLはセッション層で動作する

で設定しなければならない場合もある。
■暗号化機能

SSL-VPNでは、SSLの機能により、3DES
やAESなどの共通鍵暗号を使用してアプリケ
ーションプロトコルを暗号化する。通常は、

う。また、SSLのクライアント認証機能を利
用し、証明書ベースでクライアントを認証す
ることも可能である。
■スプリットVPN機能

SSLを適用するアプリケーションプロトコル

多くのSSL-VPN製品では、
スプリットVPN

が異なると、SSL適用後のTCPのポート番号

の機能が提供される。このため、企業ネット

も異なる。しかし多くのSSL-VPN製品では、

ワーク内へのリソースに対してはSSL-VPN

HTTP以外のアプリケーションプロトコルに

経由でアクセスし、それ以外は直接インター

SSL-VPNを適用した場合でも、ポート番号

ネットにアクセスすることが可能である。

はHTTPSと同じ443/TCPとなるようにして
いる。したがって、第3者によって使用して
いるアプリケーションプロトコルをポート番
号から推測されることはない。
■メッセージ認証機能

SSL-VPNでは、SSLの機能により、メッセ
ージ認証コード（MAC）を使用することでデ

次の機能は、SSL-VPNでは提供されない。
■リプレイ防御機能

SSL-VPNでは、悪意のある第３者が正規の
ユーザーが送信したSSL-VPNパケットを盗
聴し、それを再利用する「リプレイ攻撃」か
ら防御する機能は備わっていない。

ータの完全性が確保される。このため、第３
者によってデータが改ざんされても、それを
検知することが可能となる。
■鍵交換機能

SSL-VPNでは、SSLの機能により、SSLセ
ッションを開始する際に暗号化用または認証
用の秘密鍵が自動的にセットアップされる。
■ユーザー認証機能

■L2TP
（Layer 2 Tunneling Pro
tocol）
データリンク層のレベルでPPP
通信をトンネリングするため
のプロトコルで、PPTPとシ
スコシステムズのL2Fが統合
されたものである。

■AES
（Advanced Encryption
Standard）
米国標準技術局によって定め
られた、米国政府の次世代標
準暗号化方式。従来まで標準
暗号であったDESに代わる
もの。
■MAC
（Message Authentica
tion Code）
ハッシュ関数と認証鍵を使用
して生成されるもので、送信
するメッセージに添付され
る。これにより受信者はメッ
セージの改ざんを検出できる。
■SMB
（Server Message Block）
Windows端末などでネット
ワークを介してファイルやプ
リンタの共有を行うためのプ
ロトコル。NetBIOS上で動
作する。
■CIFS
（Common Internet File
System）
SMBを拡張したプロトコル。
TCP/IP上で動作するので、
インターネットを介したファ
イル共有などが可能となる。

さまざまな方式によって
実現されるSSL-VPN
SSL-VPNの方式は標準化されていないた
め、
製品によってさまざまである。しかし、
多
くの場合は次のいずれかであろう。
①プロトコル変換方式

HTTPだけでなく、FTPやWindowsファ

SSL-VPNでは、
SSL-VPNサーバにHTTPS

イル共有（SMB/CIFS）などのHTTP以外の

でアクセスすると表示される、ポータルサイ

アクセスをHTTPにプロトコル変換し、Web

トからログインすることでユーザー認証を行

ブラウザを介してアクセスする。
NETWORKWORLD
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■ActiveX
マイクロソフトが開発したイ
ンターネットに関連するテク
ノロジーの総称。ソフトウェ
アコンポーネントである
ActiveXコントロールや、ド
キュメントファイルをWeb
ブラウザ上で直接開いて参照
することができるActiveドキ
ュメントなどが含まれる。

①
HTTPSでアクセスし、
ポータルサイトのリンクをクリック

②SMBプロトコルなどでアクセス
SSL-VPNサーバ

④結果をHTTPSに変換して送信

③結果を送信

リモートアクセスクライアント

内部メールサーバなど

図２● Webブラウザ経由でSSL-VPNを利用する方式の動作
③
メールクライアントからローカルの
ポートフォワーディングソフトに対して
アクセス

①
HTTPSで
ポータルサイトにアクセス

メールクライアント

②
ポートフォワーディングソフトを
ダウンロード

④SSL化して転送

ポートフォワーディングソフト
⑧
メールクライアントに結果を転送

⑤
SMTPやIMAPなどで
アクセス

SSL-VPNサーバ

⑥
結果を送信

リモートアクセス
クライアント

内部メールサーバなど

⑦結果をSSL化して転送

図３● ポートフォワーディング方式でSSL-VPNを利用する場合の動作

②ポートフォワーディング方式

SSL-VPNサーバは該当する内部サーバに対
して、それぞれのアプリケーションプロトコ

ポートフォワーディングによって、既存ア

ルを使用してアクセスする。その後、得られ

プリケーションからのアクセスに対してSSL

た結果をWebブラウザに表示できるように

を適用し、SSL-VPNサーバに転送する。

HTTPに変換してクライアントに転送するの

③ソケットフック方式

ソケットをフックすることによって、既存

である。もちろん、クライアントとSSL-VPN
サーバの間はHTTPSが用いられるため、セ
キュリティが確保される。

アプリケーションからのアクセスをインター

この方式では、クライアントはWebブラウ

セプトし、SSLを適用してSSL-VPNサーバに

ザだけを使用すればよく、手軽にVPNを利用

転送する。

できるというメリットがある。しかしSSL-VPN
サーバ上で、
HTTP以外のプロトコルをHTTP

次に、それぞれの方式についてもう少し詳
しく説明する。

Webブラウザで手軽にVPNを
実現するプロトコル変換形式
プロトコル変換方式では、クライアントは、
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に変換する必要があるため、利用できるアプ
リケーションが限られるという問題がある。

さまざまなアプリケーションに
対応するポートフォワーディング方式
ポートフォワーディング方式は、HTTP以

まずWebブラウザを使用してSSL-VPNサー

外のプロトコルを使用する既存のアプリケー

バにアクセスする
（図２）
。そうすると、ユー

ションを、
SSL-VPN経由で利用することを可

ザー認証画面が表示される。ユーザー認証を

能にするものだ。
この方式では、
クライアント

パスすると、そのユーザーが利用できるリソ

は、まずSSL-VPNサーバにアクセスし、HTTP

ースへのリンクが表示される。ユーザーが利

以外のプロトコルにSSLを適用するためのソ

用できるリソースには、Webベースのアプリ

フトウェア
（ポートフォワーディングソフト）

ケーション以外に、FTPやWindowsファイ

をJavaアプレットやActiveXのような形でダ

ル共有などを利用するアプリケーションも含

ウンロードして起動する（図３）。続いて、

まれる。ユーザーがリンクをクリックすると、

SSL-VPN経由でアクセスするアプリケーシ

Aug 2004

ョンのアクセス先の設定を、通常の内部サー

ソケットフック方式では
SOCKSが通信をインターセプト

バではなく、ローカルホスト上のポートフォ
ワーディングソフトに送信するように設定する。
例えばメールクライアントであれば、通常

ポートフォワーディング方式では、アプリ

は内部メールサーバのアドレスが設定されて

ケーションのアクセス先をループバックイン

いるが、ポートフォワーディング方式を使用

タフェースに変更する必要があった。しかし、

したSSL-VPNでは、これをループバックア

SOCKSv5を使用してソケットをフックし、

ドレス（127.0.0.1）に変更するのである。こ

アプリケーションから企業ネットワークあて

ういったアプリケーションの設定変更を、ユ

のアクセスをインターセプトすることによっ

ーザーが手動で行わなければならない製品も

て、アプリケーションのアクセス先を変更せ

あるが、ポートフォワーディングソフトがク

ずにSSLを適用することができる、ソケット

ライアントのhostsファイルなどを自動的に

フック方式を用いた製品も多い。

修正し、内部サーバのアドレスを127.0.0.1と

SOCKSは、セッション層で動作する汎用的

設定することで、パケットの転送先をローカ

なプロキシプロトコルであり、
RFC 1928に記

ルホスト上のポートフォワーディングソフト

述されている
（図４）
。この方式では、クライ

にしている製品も多い。

アントはまずSSL-VPNサーバにアクセスし、

このように、クライアントアプリケーショ

SOCKSクライアントをJavaアプレットや

ンからのアクセスを受信したポートフォワー

ActiveXとしてダウンロードして起動する

ディングソフトは、そのアプリケーションプ

（図５）
。クライアント上のアプリケーション

ロトコルデータにSSLを適用し、SSL-VPNサ

を使用して内部サーバにアクセスしようとす

ーバに送信する。SSL-VPNサーバでは、SSL

ると、SOCKSクライアントがそのアクセス

の復号処理を行い、アプリケーションプロト

をインターセプトし、SOCKSでカプセル化す

コルデータをあらかじめ設定されたサーバの

る。
SOCKSでカプセル化したデータには、
同

特定のポートに転送する。

時にSSLも適用される
（SOCKS over SSL）
。

この方式を使用することで、Webブラウザ

またこの方式では、あらかじめ利用するア

以外のアプリケーションを利用できるが、あ

プリケーションの情報を登録しておく必要が

Supplement
■SOCKS
NECを中心として開発され
たプロキシプロトコル。セッ
ション層で動作し、トランス
ポート層での通信の代理を行
う。

らかじめSSL-VPNでアクセスする内部サー
バのアドレスとポートを、SSL-VPNサーバ

アプリケーション層

HTTP

に登録しておく必要がある。また製品によっ
セッション層

ては、クライアントアプリケーションのアク
セス先の設定をSSL-VPNを利用するたびに
変更しなければならない場合があり、事前の

トランスポート層

ネットワーク層

SMTP

…

SOCKS
SSL
TCP

IP

設定に手間がかかるという問題もある。
図４● SOCKSはアプリケーションに汎用的なカプセル化機能を提供する
③
メールクライアントからの
アクセスをSOCKSクライアントが
インターセプト

①
HTTPSで
ポータルサイトにアクセス

メールクライアント

②
SOCKSクライアントをダウンロード

SOCKSクライアント
⑧
リモートアクセス
メールクライアントに結果を転送
クライアント

④
SOCKSv5でカプセル化し、
さらにSSL化して転送
⑦
結果をSOCKSv5でカプセル化し、
さらにSSL化して転送

⑤
SMTPやIMAPなどで
アクセス

SSL-VPNサーバ

⑥
結果を送信
内部メールサーバなど

図５● ソケットフック方式でSSL-VPNを利用する場合の動作
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ないため、最も手軽な方式であると言えるだ

■RADIUS
（Remote Authentication
Dial In User Service）
米国リビングストンが開発し
た、ダイヤルアップユーザー
認証方式。RFC 2138/2139
にて標準化されている。ユー
ザー情報をデータベースで管
理する。

ろう。ただし製品によっては、クライアント

■NAT
（Network Address Trans
lator）
IPパケット中のIPアドレスを
変換する機能。この機能によ
り、プライベートアドレスが
割り当てられたノードから透
過的に、グローバルアドレス
が用いられるインターネット
へのアクセスが可能となる。

Webブラウザ1つで簡単にアクセス
それがSSL-VPNの最大の特徴

F/WやNATの問題は存在しないが
アプリケーションが限定される

が使用するDNSサーバのアドレスを内部DNS
サーバのアドレスに変更する必要があるので
注意してほしい。

これまで、SSL-VPNの機能について述べ
てきた。ここで、SSL-VPNを使用したリモ
ートアクセスの長所と短所についてまとめる
と次のようになる。
■長所

SSL-VPNによるリモートアクセスVPNを

・SSL対応のWebブラウザがあれば、クライ

導入する際は、企業ネットワーク側に、SSL-

アントに特別なソフトウェアをインストー

VPNを確立するためのSSL-VPNサーバやユ

ルする必要がない。

ーザー認証を行うためのRADIUSサーバが必

・クライアントが所属するネットワーク上の

要となる
（図６）
。ただし多くのSSL-VPNサ

ファイアウォールで、HTTPS（443/ TCP）

ーバ製品には、RADIUSサーバと同等の機能

が許可されていれば、ファイアウォールの

が組み込まれているものも多いので、導入す

設定を変更せずにリモートアクセスVPNを

る製品の機能を事前にチェックしておくとよ

利用することができる。

い。
クライアントについては、SSLに対応した

・SSL-VPNはTCPを使用するため、間に
NATが介在しても問題が発生しない。

Webブラウザがあれば、通常は特別なソフト

・SSLでは、使用する暗号化アルゴリズムや

ウェアをインストールする必要はない。ただ

認証アルゴリズムが追加できる仕組みにな

し、UDPアプリケーションや複数のTCPセ

っているので、使用しているアルゴリズム

ッションを使用するアプリケーション、ある

にセキュリティ上の欠陥が見つかっても、

いはTCPのポート番号を動的に選択して使用

別の強力なアルゴリズムに容易に乗り換え

するようなアプリケーションを使用する場合

ることができる。

は、専用のソフトウェアをあらかじめインス
トールする必要がある場合もある。また、フ

■短所

ァイアウォールにおいて、SSL-VPNサーバ

・製品により利用可能なアプリケーションが

に対するHTTPS（443/TCP）の通過を許可

異なる。特に、UDPを使用するアプリケー

する設定が必要となる。

ションや、動的なTCPポートを使用するア

SSL-VPNの利点の1つは、クライアント側

プリケーション、複数のTCPセッションを

に特別なソフトウェアをインストールする必

使用するアプリケーションは利用できない

要がないため、共用端末でも利用できる点で

可能性がある。

あろう。しかし共用端末を使用する場合は、
Webブラウザに一時ファイルやブラウザ履
歴、保存されたパスワードといった情報やダ

利用目的にあった
VPN技術を選択しよう

ウンロードしたファイルなどが残らないよう
にする必要がある。製品によっては、ログオ
フ時にこれらの情報やファイルを自動的に消
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今回は、SSL-VPNを使用したリモートア
クセスVPNについて述べた。

去する機能を備えたものもあるので、このよ

最後に、これまで本連載で紹介したIPsec-

うな機能があるかどうかも製品選択のポイン

VPN、PPTP-VPN、L2TP/IPsec-VPN、

トとなるだろう。

SSL-VPNを利用したリモートアクセスの長

Aug 2004

外出先ネットワーク
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ファイアウォール
内部サーバ

インターネット

リモートアクセス端末

■IKE-CFG
（The ISAKMP Configu
ration Method）
リモートアクセスでIKEを利
用するために拡張されたもの
で、主にネットワーク情報や
セキュリティポリシーの管理
などを行う。

NAPT機能付
ファイアウォール

SSLで保護された通信

外部への
SSL-VPNサーバ

HTTPS（443/TCP）を
通すように設定

■XAUTH
（Extended Authenticati
on within IKE ）
IKEプロトコルを拡張したも
ので、ワンタイムパスワード
やRADIUSを利用したユーザ
ー認証を行うもの。

RADIUSサーバ

■RC4（Rivest's Cipher 4）
RSAセキュリティのRivest
氏が開発した、ストリーム暗
号化アルゴリズム。

図６● SSL-VPNを使用したリモートアクセスVPNの導入例

所および短所をまとめてみたい。リモートア
クセスVPNを導入する際にはぜひ参考にして
いただきたい。
■ IPsec-VPN

入したいというユーザーにお勧めする。
■ L2TP/IPsec-VPN

IPsecの高度なセキュリティとL2TPが提供
する標準のリモートアクセス機能を利用する

セキュリティは非常に高いが、あらかじめ

ことができる。また、Windows標準のクラ

リモートアクセスクライアントに、VPN機器

イアントソフトウェアが利用できる場合が多

のベンダーが提供するクライアントソフトウ

い。しかし、対応している製品が少なく、ま

ェアをインストールしておく必要がある。し

た利用例も少ないのが欠点である。したがっ

たがって、管理の手間がかかってもセキュリ

て、これまでPPTP-VPNを使用していたユー

ティを重視したいというユーザーにお勧めす

ザーが、セキュリティを強化する目的で乗り

る。ただし、NATトラバーサルやXAUTHな

換えるような場合にお勧めする。

どのユーザー認証、mode-cfg（IKE-CFG）の
ネットワーク情報自動設定機能を利用できる
かどうかを確認しておく必要がある。
■ PPTP-VPN

■ SSL-VPN

SSL対応のWebブラウザさえあれば、リモ
ートアクセスクライアントに特別なソフトウ
ェアをあらかじめインストールする必要がな

Windows標準のクライアントソフトウェ

い。しかし、利用できるアプリケーションが

アが利用できるため、クライアントへのイン

限られるという欠点がある。したがって、ク

ストールの手間がかからない。また、安価な

ライアントの数が多く、クライアントソフト

プロードバンドルータなどにも実装されてい

ウェアのインストールや設定の手間を省きた

るため、導入コストを低く抑えることができ

いというユーザーにお勧めする。ただし、製

る。しかし、暗号化アルゴリズムがRC4だけ

品によっては利用できないアプリケーション

となる、メッセージ認証機能が備わっていな

が存在するため、導入する前に利用可能なア

いなど、セキュリティ面で問題がある。した

プリケーションを確認しておく必要がある。

がって、高いセキュリティはそれほど必要と
しないが、リモートアクセスVPNを手軽に導
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