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任意アクセス制御と強制アクセス制御
Linux や Windows などの既存のオペレーティン

ような操作を許可するのかをセキュリティポリシー
に記述する．リソースへのアクセスの際には，セキ
ュリティポリシーに記述された操作のみ許可される．

グシステム（以降，OS と略す）では，アクセス制御

また，最小特権とは，計算機システム内の主体（ユ

方式として，任意アクセス制御（Discretionary Access

ーザやプログラム）の持つ権限を役割や用途に応じ

Control，以降 DAC と略す）を採用している．DAC

て分割し，必要以上の権限を与えないようにできる

では，一般ユーザが所有するファイルのアクセス

仕組みである．たとえば，管理者権限を持つユーザ

権限を設定するため，計算機管理者（UNIX の root，

であっても，パスワードファイルを閲覧する権限が

Windows の Administrator）のアクセス制御ポリシー

与えられていなければ，アクセスできない．

が徹底できないという問題がある．また，DAC で

MAC を採用することにより，セキュア OS では，

は，管理者権限によりアクセス制御が変更可能であ

プログラムを正常に実行するのに必要なすべての操

る．このため，不正者に管理者権限を取得されると，

作をセキュリティポリシーに記述しなければならな

計算機上のすべてのファイルに対してアクセスされ

い．また，セキュリティポリシーは，利用するすべ

る可能性がある．さらに，既存の OS では，ファイ

てのプログラムに対して記述する必要があり，かつ

ルアクセスの操作権限の粒度が粗いため，実行され

操作権限が細分化されている．このため，ポリシー

るプログラムのアクセス権限を必要最小限にするこ

の作成や修正には多大な工数を要する．したがって，

とができないという問題がある．

セキュア OS を活用するには，セキュリティポリシ

この課題に対し，セキュリティ機能を強化した

ーの作成と修正の工数を削減する必要がある．その

セキュア OS が開発されている．セキュア OS とは，

1 つの手法として，セキュリティポリシーの簡易化

強制アクセス制御（Mandatory Access Control，以降

が注目されている．以降では，Linux に実現された

MAC と略す）と呼ばれるアクセス制御と最小特権を

代表的なセキュア OS である Security-Enhanced Linux
1）

実現できる機能を持つ OS である．MAC のもとでは， （SELinux） を例にセキュリティポリシーの課題に
ファイルの所有者やプログラムの実行者であっても，

ついて述べる．

セキュリティ管理者が設定したアクセス制御を回避
できない．これにより，セキュリティ管理者のポリ
シーを徹底でき，不正なプログラムの実行や無権限
者によるアプリケーションの実行を防止できる．

MAC では，アクセスする主体（サブジェクト）が，
アクセスされる客体（オブジェクト）に対して，どの
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セキュリティポリシーの課題
SELinux のアクセス制御
SELinux は，管理者権限を有するユーザであっ
ても，セキュリティポリシーに従ってアクセスを

3. セキュリティポリシー設定簡易化手法

httpd̲t

var̲www̲t
タイプの割り当て

ドメインの割り当て
httpd
プロセス

アクセス

index.html

allow httpd̲t var̲www̲t: {dir ﬁle} {read lock getattr}

図 -1

タイプ

（3）Allowing access
allow <domain> <type> <permission>;
ドメインやタイプは，type 文により宣言される．ま
た，属性を宣言することにより，その属性に属する

＜SELinux のポリシーの例＞
ドメイン

type <type or domain>, <attribute>;

オブジェクト アクセスベクタ
クラス
パーミッション

SELinux におけるドメインとタイプの関係

タイプにアクセス許可を与えることもできる．アク
セス許可を与えるためには allow 文を使う．以下の
例は，ドメイン admin_t に対して content 属性を持
つ httpcontent_t と ftpcontent_t への read を許可する

強制的に制御できる．SELinux では，MAC と Type

ことを表す．

Enforcement（以降，TE と略す）という機能により，

type httpcontent̲t, content;

セキュリティを高めている．TE は，最小特権を実

type ftpcontent̲t, content;

現するための機能である．TE では，ドメインと呼

allow admin̲t content:file read;

ばれるラベルをプロセスに，タイプと呼ばれるラベ

パーミッションは，オブジェクトクラスとアクセ

ルをファイルやポートなどのリソースに付与する．

スベクタパーミッションからなる．オブジェクトク

ドメインとタイプの関係を図 -1 に示す．これらの

ラスは，ファイル，ディレクトリ，TCP ソケット

ラベルとアクセス権限のルールからなるセキュリテ

などの分類を意味する．また，オブジェクトクラス

ィポリシーに基づいて，アクセス可否が判定される．

ごとに，あらかじめ read や write などのアクセスベ

セキュリティポリシーが適切に設定されていれば，

クタパーミッションが定義されている．

SELinux は強制的にアクセスを制御できるため，不
正侵入を受けた場合でも，被害をプロセスに与えら

SELinux のセキュリティポリシーの課題

れたアクセス権限の範囲内に抑えることができる．

SELinux はセキュリティを強化するが，そのポリ

また，SELinux の特徴として，アクセス権限の細

シー作成にはいくつか問題がある．ここで SELinux

分化がある．これにより，必要最小限のアクセス権
限のみをプロセスに与えることができる．Linux で
は，ファイルに対して，読み込み，書き込み，実行

のポリシーの問題について述べる．
（1）ラベル設定の難しさ
許可すべき操作は，セキュリティポリシーにアク

の 3 種類のパーミッションを設定できるのに対し，

セスルールを記述しておく必要がある．アクセスル

SELinux では，ファイルとディレクトリを対象とし

ールには，ドメインとタイプとパーミッションの関

たものが 13 種類，ディレクトリのみを対象とした

係を記述しなければならない．

ものが 5 種類，全 18 種類のファイルアクセスパー
ミッションを採用している．

最初に，アクセスのサブジェクトとなるべきプロ
セスに対して，ドメインのラベルを設定する必要が

SELinux では，下記の例にあるようなポリシー言

ある．また，アクセスのオブジェクトとなるファイ

語を記述することにより，セキュリティポリシーを

ルなどの資源にタイプのラベルを設定する必要があ

記述できる．

る．利用する計算機システムについて詳しくなけれ

（1）Type assignment
<file name> system̲u:object̲r:<type>
portcon <port number> system̲u:object̲r:<type>
netifcon <NIC name> system̲u:object̲r:<type>
（2）Label declaration

ば，どのプログラムや資源にどのラベルを設定すべ
きか判断が難しい．
（2）パーミッション設定の難しさ
次に，アクセス権限を与えるべきすべてのドメイ
ンとオブジェクトの組合せに対して，ルールを記述
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する必要がある．このとき，設定するパーミッショ

以降では，各手法について説明する．

ンは適切なものでなければならない．しかし，パー
ミッションの種類は 700 を超えており，セキュリ

サンプル設定の準備

ティポリシーのルール数が 10,000 を超えるシステ

サンプル設定とは，よく利用されるアプリケーシ

ムが多いことを考えれば，セキュリティポリシーを

ョンプログラムに対して，多くの利用形態で問題の

すべて適切に設定するのは難しい．

ないように設定されたセキュリティポリシーである．

（3）
アプリケーションの振舞いの理解が必要
さらに，SELinux のセキュリティポリシーを覚え
たとしても，それだけではセキュリティポリシーを

ユーザは，利用するアプリケーションプログラムに
対応したサンプル設定を選択するだけで，セキュア

OS を利用できる．

作成するのは難しい．これは，アプリケーションプ

SELinux では，サンプルとなるポリシーとして，

ログラムの動作を理解しないとセキュリティポリシ

Reference Policy（refpolicy）がある．refpolicy では，

ーを書けないためであり，SELinux のアクセスパー

ポリシーがモジュール化されており，ポリシーの運

ミッションは，OS が提供するシステムコールの観

用中でも，モジュール単位でポリシーの編集および

点から設計されていることに起因する．たとえば，

ロードが可能であるという特徴がある．

アプリケーションプログラムが TCP のポートを利

しかし，サンプル設定は，多くの環境で問題がな

用できるようにポリシーを書くには，listen，accept，

いようにアクセス権限が許可されているため，アプリ

bind などのシステムコールに関連したパーミッシ

ケーションプログラムを実行するのに必要最小限の

ョンを与える必要がある．

権限が設定されたものではなく，最小特権を設定し
た場合に比べて，セキュリティが低下する可能性が高

セキュリティポリシー設定の簡易化手法

い．また，サンプル設定で問題が生じた場合，サン
プル設定を理 解して，原因を突き止めて修正する必

簡易化手法の分類

要があり， SELinux とアプリケーションプログラムに

これまでに述べたように SELinux のポリシーの記

精通したユーザであっても，この作業は簡単ではない．

述は複雑で，非常に工数が多いことから，ポリシー
の設定を簡易化する手法がいくつか提案され，実現

ポリシーの自動生成

されている．セキュリティポリシー設定の簡易化手

ポリシーの自動生成とは，実運用に近い状態で

法は，以下のように大きく 4 つに分類できる．
（1）
サンプル設定の準備
あらかじめ多くのシステムで使えるサンプルポリ

OS とアプリケーションプログラムを動作させ，そ
のリソースへのアクセスログなどを取得し，そのロ
グからセキュリティポリシーを自動生成する方法で

シーを用意する手法．

ある．この手法は，ユーザがポリシーを書かなくて

（2）
ポリシーの自動生成

よいという利点がある．また，アクセスログをもと

システムの動作ログから，セキュリティポリシー
を自動的に生成する手法．
（3）
中間言語方式
セキュリティポリシーの記述法を簡略化し，ポリ
シーの記述自体を簡単にする手法．
（4）GUI による作業簡易化ツール

GUI の採用により，セキュリティポリシーの設
定を簡易化する手法．
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にしているため，利用する計算機システムにある程
度最適化されたポリシーが生成されると期待できる．
この手法を採用しているものとして，SELinux で
は audit2allow コマンド，また SELinux 以外のセキ
ュア OS では TOMOYO Linux がある．autid2allow
コマンドは，SELinux が操作を拒否した内容を記
録したログをもとに，不足したアクセス権限を与
えるポリシーを生成するコマンドである．一方，

3. セキュリティポリシー設定簡易化手法

TOMOYO Linux は，学習モードでプログラムの実

ラムのために，ポリシーのひな形を作成するため

行履歴やファイルへのアクセス履歴を学習し，これ

の GUI のツールである．また，setroubleshoot は，

をもとにポリシーの生成と設定を自動で行う．

SELinux のアクセス拒否によりアプリケーションプ

これらは便利であるものの，アクセスログの中に
本来許可してはならない操作が含まれていた場合，

ログラムがうまく動かなかった場合に，アクセスロ
グを解析し，解決方法を表示するツールである．

誤ったルールが設定されてしまう可能性がある．自

実際には，上記で紹介した手法を組み合わせる

動生成されたセキュリティポリシーの量は膨大であ

ことで，設定の簡易化を実現する．以降の章では，

るため，誤って設定したルールを後から見つけるこ

実際の設定簡易化の事例を 2 つ紹介する．1 つ目

とは簡単ではない．

は，サンプル設定の準備を中心とした事例として，

Linux ディストリビューションでの簡易化を紹介す

中間言語方式

る．2 つ目に，中間言語方式を中心にした設定ツー

中間言語方式とは，セキュリティポリシーを直接

ル SELinux Policy Editor による簡易化を紹介する．

書くのではなく，ユーザがより分かりやすい中間言
語形式でセキュリティポリシーを一度記述し，それ
から最終的にセキュリティポリシーに変換するもの
である．
中 間 言 語 方 式 と し て，SELinux Policy Editor
2）

（SEEdit）

で 採 用 し て い る Simplified Policy

Linux ディストリビューションに
おける簡易化
Fedora や CentOS のような Linu x ディストリビュ
ーションでは， SELinux が標準で有効になっている．

Description Language（SPDL） が あ る．SEEdit と

これらディストリビューションは， SELinu x の知 識

SPDL の詳細は，後で詳しく述べる．このほかに，

のないユーザが利用することを前提としているため，

Polgen や CDSFramework が あ る．Polgen は， 独

SELinux の設定をいかに触らせずに済むかに注力し

自の中間言語を採用しており，対話形式のインタ

ている．そのために， refpolic y に含まれるサンプル

フェースも用意されている．このため，Linux や

設 定を活用している．つまり，想定されるあらゆる

SELinux にあまり精通していないユーザでも利用で

ユースケースやアプリケーションに対して，必要なセ

きる．また，CDSFramework は，CDS ポリシーを

キュリティポリシー設定を事前に網羅することで，エ

記述するための独自のポリシー言語と GUI インタ

ンドユーザが設定を書かなくとも SELinu x が動くよ

フェースによる開発環境を提供する．

うにする．サンプル設 定にないアプリケーションや
用途に対応するためには，設定の追加が必要である

GUI による作業の簡易化ツール

が，設定の追加をサポートするツール群が用意され

作 業 の 簡 易 化 ツ ー ル は， ポ リ シ ー を 自 動 で 生

ている．以下，refpolicy とツール群の詳細を紹介する．

成 し た り， そ の 設 定 項 目 を 簡 略 化 す る も の で は
な く，GUI に よ り， ポ リ シ ー 生 成 作 業 を 支 援

refpolicy による設定不要化

す る． こ れ に 該 当 す る ツ ー ル と し て，SELinux

refpolicy とは，マクロとサンプル設定の集まりの

Policy IDE（SLIDE），system-config-selinux，および

ことであり，SELinux コミュニティやディストリビ

setroubleshoot がある．

ューション開発者によって開発されている．マクロ

SLIDE は，refpolicy を設定するための Eclipse ベ
ースの統合開発環境である．特徴としては，入力の

とは，長い設定文を短く書くためのもので，m4 と
いう言語で定義されている．たとえば，

補完などによるポリシー記述の支援がある．system-

define（ r̲file̲perms , file { read getattr lock

config-selinux は，新しいアプリケーションプログ

ioctl } ）
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開始

#ftp デーモンに ftpd_t ドメインを付与
1 type ftpd_t;

(1) ドメイン付与設定

2 type ftpd_exec_t;
(2) テスト動作

3 init_daemon_domain(ftpd_t,ftpd_exec_t)
4 init_system_domain(ftpdctl_t,ftpdctl_exec_t)

No

5 /usr/sbin/vsftpd –

(3) ログを参考に設定を追加

gen_context(system_u:object_r:ftpd_exec_t,s0)
#FTP の公開ファイルの読み込みを許可

(4) 正しく動作?

6 miscfiles_read_public_files(ftpd_t)
7

Yes

/var/ftp(/.*)?
gen_context(system_u:object_r:public_content_t,s0)

終了

図 -3

SELinux の設定プロセス

#ポート 21 の利用を許可
8 corenet_non_ipsec_sendrecv(ftpd_t)
9 corenet_tcp_sendrecv_all_if(ftpd_t)

の利用と，ftp の公開ディレクトリへのアクセスを

10 corenet_udp_sendrecv_all_if(ftpd_t)

許可している．SELinux を十分に理解した開発者の

11 corenet_tcp_sendrecv_all_nodes(ftpd_t)

みが触ることを想定し，マクロを駆使して書かれて

12 corenet_udp_sendrecv_all_nodes(ftpd_t)

いるため，理解は容易ではない． Fedora や CentOS

13 corenet_tcp_sendrecv_all_ports(ftpd_t)

では，ディストリビューションの開発者によって，

14 corenet_udp_sendrecv_all_ports(ftpd_t)
15 corenet_tcp_bind_all_nodes(ftpd_t)

このような搭載アプリケーションに対する設定が十

16 corenet_tcp_bind_ftp_port(ftpd_t)

分に用意されている．つまり，Fedora や CentOS に

17 corenet_tcp_bind_ftp_data_port(ftpd_t)

標準搭載されているアプリケーションをディストリ

18 corenet_dontaudit_tcp_bind_all_ports(ftpd_t)

ビューション開発者の想定どおり使う限り，ユーザ

19 portcon tcp 21

はセキュリティポリシーを設定する必要はない．

gen_context(system_u:object_r:ftp_port_t,s0)
図 -2

refpolicy のサンプル設定の例

不足した設定の追加をサポートするツール群
refpolicy のサンプル設定集に収録されていないア
プリケーションにドメインを付与し，ドメインに

の よ う に，r_file_perms マ ク ロ を 定 義 し，「r_file_

適切なアクセス許可設定を行いたい場合，一般的

perms」と記述すると，設定反映時に

には，図 -3 のようなプロセスを経る．（1）アプリ

file {read getattr lock ioctl}

ケーションにドメインを付与する設定を記述する．

と い う 複 数 の パ ー ミ ッ シ ョ ン に 展 開 さ れ る．

（2）SELinux のアクセス制御を無効にし，アプリケ

refpolicy では，このようなマクロが 1,000 種類以上

ーションをテスト動作させる．テスト動作させる中

定義されている．

で，アプリケーションがどんなリソースにアクセス

SELinux の設定不要化に役立っているのがサンプ

したかのログが蓄積される．（3）テスト動作の中で

ル設定集である．サンプル設定集には，数多くのア

アプリケーションがアクセスしたリソースへのアク

プリケーションについて，そのアプリケーションに

セスを許可する設定を追加する．（4）SELinux を有

ドメインを付与し，適切なアクセス許可を与える設

効にし，アプリケーションを再度テスト動作させる．

定が収録されている． サンプル設定に収録されてい

もし動作すれば設定は終了である．

る設定例を図 -2 に示す．FTP デーモンに ftpd_t ド

Fedora や CentOS ではこのプロセスを支援するツ

メインを付与し，ftpd_t ドメインに TCP ポート 21

ールが用意されている．ここで，
「（1）のドメイン付
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セスする設定を手作業で書く必要がある．

SELinux Policy Editor による
設定簡易化
refpolicy ベースの設定の限界
Fedora や CentOS における設定簡易化は，refpolicy
図 -4

sepolgen-gui の画面

中のサンプル設定が十分用意されていることが前提
である． しかし，サンプル設定の想定外のシステム
もあり得る．たとえば，組込みシステムは，メーカ

与設定」の段階を支援するツールとして，sepolgen-

が自分で Linux システムを作り上げることが多いた

gui という GUI ツールが用意されている．図 -4 が，

め，コミュニティの力でサンプル設定を用意するこ

sepolgen-gui の画面である．設定したいアプリケー

とができない．また，有名な Linux ディストリビュ

ションに関する情報をウィザード形式で入力するこ

ーションを利用したサーバシステムであっても，商

とで，最低限必要な設定が生成される．たとえば，

用アプリケーションを導入したり，業務システムを

アプリケーション種別として「標準初期化デーモン」

構築するなどした場合には，サンプル設定では十分

を選択すると，/var/run や syslog へのアクセスなど，

ではない．このような場合，refpolicy のサンプル設

デーモンにとって最低限必要な設定が生成される．

定の使い回しがきかないため，大幅なカスタマイズ

生成された設定を使いまわすことで，図 -3(3) で追

が必要である．しかし，カスタマイズを行うために

加する設定行を減らすことができる．

は，母体となる数万行もの膨大な設定を理解し，さ

図 -3(2) 〜 (4) における手作業の設定記述を不要

らに，システムコールレベルのパーミッション，数

にするためには，簡易な設定自動化ツールである

千のマクロ，タイプ設定を使いこなす必要があるた

audit2allow コマンドを使う．たとえば，アクセス

め，SELinux の開発者レベルの知識が要求され，一

ログに「httpd_t ドメインで動作する /sbin/httpd が，

般的なシステム管理者にとって敷居が高い．

etc_t タイプの /etc/httpd/httpd.conf に read アクセス
した」
というログがあった場合，audit2allow は，
allow httpd̲t etc̲t:file read;
という設定を生成する．

SELinux Policy Editor（SEEdit）による簡
易化のアプローチ
refpolicy のサンプル設定が当てはまらないような

audit2allow は，アクセス許可設定を出力するも

システムでも，SELinux のセキュリティポリシー

のの，タイプ付与設定は生成しないため，出力結

を用意できるように開発されたツールが，SEEdit

果の編集が必要になる場合も多い．たとえば，先

である（SEEdit は，筆者らによって開発されたオ

ほどの例だと，etc_t は，/etc ディレクトリ以下す

ー プ ン ソ ー ス ソ フ ト ウ ェ ア で あ り，http://seedit.

べてに付与されているタイプであるから，httpd_t

sourceforge.net にて公開されている）．

ドメインは，/etc 以下すべてにアクセスできること

SEEdit では， refpolicy を使わなくとも，必要な

になり，本来アクセスすることが許されない /etc/

設定を一から書けるようにすることを目指している．

httpd 以外のファイルへのアクセスまで許可されて

SEEdit の 構 成 を 図 -5 に 示 す． SEEdit は， SPDL

しまう． /etc/httpd だけのアクセスを許可するには，

と呼 ばれる中 間 設 定 言 語と， SPDL ツールと呼 ば

/etc/httpd 以下に，たとえば httpd_conf_t のような

れる GUI ツールにより設定記述を容易にしている．

タイプを付与し，httpd_t がこのタイプにだけアク

SPDL は，SELinux の設定項目の詳細を隠蔽し，設
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SELinux 設定言語

図 -5

プログラム
•
•設定自動生成
••テンプレート生成
•SPDL コンバータ

1 {
# FTP デーモンに ftp_t ドメイン付与
SEEdit
が提供

2 domain ftpd_t;
3 program /usr/sbin/vsftpd;
# /var/ftp へのアクセスを許可

•SELinux 標準コマンド

4 allow /var/ftp/** r;
# TCP21 での接続待ちを許可

SEEdit のアーキテクチャ

5 allowcom -protocol tcp -port 21 server;
6 }

定を記述しやすくした言語である．設定者は，SPDL

図 -6

SPDL による FTP デーモン設定例

を使ってセキュリティポリシーを記述する．最終的に
は，ここで書かれた設定が SPDL コンバータにより

SPDL は，SELinux のカーネルが理解できる設定

SELinux 設定言語で書かれたセキュリティポリシーに

言語ではないため，設定内容を反映するためには，

変換され，SELinux にロードされる．これを使うこと

SPDL から，SELinux 設定言語に変換する必要があ

でより設定記述がより容易になることが期待される．

る．変換は SEEdit の SPDL コンバータによって行

以下，SPDL とツールについて説明する．
高級設定言語 SPDL

われる．たとえば，ftpd_t ドメインに対する
allow /var/ftp/** r;

refpolicy で設定記述が難しかった原因は，パーミ

という SPDL の設定に対しては，ファイル名 /var/ftp

ッション数の多さ，マクロやタイプ設定の複雑さに

から var_ftp_t タイプを生成，/var/ftp ディレクトリ以

あった．

下に var_ftp_t タイプを付与する設定を生成した上で，

SEEdit では，マクロの代わりに，高級言語 SPDL

allow ftpd̲t var̲ftp̲t:file { iotcl lock read };

を設け設定の簡略化を図っている．まず，SPDL で

のような，var_ftp_t タイプに対する読み込み権限を

は，パーミッション数を減らすために「統合パーミ

許可する allow 設定を生成する．var_ftp_t は /var/ftp

ッション」と呼ばれる複数の SELinux パーミッショ

以下に付与されるタイプなので，これにて，ftpd_t

ンをグループ化したパーミッションを採用している．

ドメインは /var/ftp 以下にアクセスできることになる．

さらに，SPDL では，リソースをファイル名やポー

SPDL ツール

ト番号などリソース名で指定するようにしており，
タイプ設定を不要にしている．

SPDL で設定を容易に記述できるように，SEEdit
には，SPDL ツールという GUI ツール群が同梱さ

SPDL で書かれた設定例を図 -6 に示す．

れ て い る．SPDL ツ ー ル は，Fedora や CentOS に

図 -6 は，FTP デーモン（実行ファイル /usr/sbin/

搭載されているツールと同様に，図 -3 で示した

vsftpd）に ftpd_t ドメインを付与し（行 2, 3），公開デ

SELinux のセキュリティポリシー記述手順に着目し，

ィレクトリへのアクセス権限（行 4）と TCP 21 番ポ

設定記述を支援する．

ートの利用許可（行 5）を与えている設定である．フ

SPDL ツールに含まれるテンプレート生成ツー

ァイルやポート番号の指定にリソース名を使ってお

ルは図 -3(1) において，なるべく多くの設定を記述

り，タイプを使用しない．4 行目の「r」は，統合パ

できるように支援する．たとえば，図 -7(1）は，ア

ーミッションであり，ファイル読み込みに関する複

プリケーションの種別を入力することで，典型的

数のシステムコールを許可している．図 -6 と同様

な設定を生成するための画面である．設定生成ツ

の設定を refpolicy で書くと，前述の図 -2 となるこ

ールは，図 -3(3) の作業を容易にするツールである．

とを考えると，設定を理解しやすくなっている．

audit2allow と同様に，ログを元に必要な設定を自動
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SEEdit の限界
SEEdit によって，設定の複雑さは解消されるも
のの，その代償として，セキュリティ面の 2 つの
トレードオフがある．まず，設定生成ツールを使
うことで，1270 ページのポリシーの自動生成で紹
介したように，本来許可してはいけない設定を追加
（1）テンプレート生成ツール

するリスクが残る．次に，SPDL で採用されている
統合パーミッションのトレードオフがある．たと
えば，統合パーミッション「r」では，ファイル，デ
ィレクトリ，シンボリックリンク読み込みに関す
る SELinux のパーミッションを 1 行に統合している．
こうなると，シンボリックリンクのみに対する読み

（2）設定生成ツール
図 -7

SPDL ツールの画面

的に生成する．図 -7(2) が設定生成ツールの画面例で

込み許可を与えたい，という細かい設定ができない．

今後の展望
コミュニティ開発者の努力でサンプル設定の整備

ある．右側にテスト動作で得られたログが出ており，

が進み，エンドユーザが，SELinux の設定を書く必

中央に，対応するアクセス許可設定が提示されてい

要はなくなってきた．しかし，サンプル設定がうま

る．出力される設定は SPDL で記述されているため，

く当てはまらない場合，SEEdit を使うにせよ，手

audit2allow と違ってタイプ付与設定は必要ない．

作業に頼らざるを得ないのが現状である．たとえば，
アプリケーションにどんなドメインを付与するかと

簡易化の効果

いう設定作業，生成された設定の見直しにも手作業

筆者らは，SEEdit を使い，実際のシステムの設

が必要である．これら，手作業をいかに減らしてい

定を行った．Linux ディストリビューションを使わ
ずに独自に構築した小型 Web サーバと，CentOS5
をベースとした Web サーバに対して，SEEdit を用
いて，セキュリティポリシー設定を記述した．設定
対象としたアプリケーション数はそれぞれ 5 種類，

14 種類である．結果，小型 Web サーバでは 174 行，
PC サーバでは 401 行の設定のみでセキュリティポ
リシーを記述できた．従来，refpolicy を使った場合
は，数万行のサンプル設定をベースにカスタマイズ
を行わなければならなかったことと比べると，設定
の複雑さは大きく解消されている．これらの設定を
書く際も，手書きに頼らずとも，GUI ツールにより，
容易に設定を生成できる．さらに，図 -2 と図 -6 を
比べて分かるように，一般的なシステム管理者にと
っても理解しやすい．

くかが簡易化の課題である．
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