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１．はじめに
近年のネットワーク通信技術の普及により、様々
なコンピュータが容易にネットワークを利用できる
環境が整えられている。その一方で、企業内部にお
いて不正を試みるコンピュータでさえも物理的な
ネットワーク機器にさえ接続すれば、その通信を制
限することが難しいという問題を抱えている。
社会的背景としても、不特定多数のネットワーク
利用を妨げたいという要望が高まっている。例えば
大手インターネットプロバイダーの顧客情報流出事
件以降、個人情報流出を防ぐの為のネットワーク管
理が着目されるようになり、また2005年4月1日から
施工される個人情報保護法により一定以上の顧客情
報を持つ事業者は、個人情報漏洩対策を含む情報管
理が責務となる為、セキュリティ管理がより重要視
されてきている。
本論文は、内部ネットワークにおいてコンピュー
タ接続を制限するセキュリティ手段について考察、
実験したものである。
このような目的の既存技術としては、VLAN認証
やIEEE802.1xがあるが、ネットワーク上のHUBや無
線LANアクセスポイントをこれらの技術に対応させ
たものに変えなければならない。
筆者は既存のHUBや無線LANアクセスポイントを
流用した上で、不正なネットワークアクセスを排除
する方法について２章で提案し、３章でこれを解決
する本手法の実装、４章で実験を行い、５章でまと
めとする。

２．不正アクセス排除の手法
2.1 TCP/IP通信の基本
TCP/IPを用いた通信では、通信の相手先を指定す
るためにＩＰアドレスを用いる。しかし、実際の
ローカルエリア内での通信においては個々のLAN
カードに埋め込まれているMACアドレスを用いて
いる。
図1に、例として192.168.1.100のIPアドレスを持つ
PCが192.168.1.1のIPアドレスを持つサーバーと最初
の通信を開始するまでの過程を示す。
(1) PCが192.168.1.1を持つノードのMACアドレスを
調べる為に ARP Requestのブロードキャストパケッ

ト（一斉同報）をネットワーク全体に送信する。
(2) 該当するIPアドレスを持つサーバーより、自分
のMACアドレスを告知するユニキャストパケット
を PCに 対 し て 返 信 す る 。 PCは ARPキ ャ ッ シュに
192.168.1.1のIPアドレスがAA:AA:AA:01:A0:01であ
ることを学習する。
(3) PCよりIP通信パケットを送信する (送信先は
MAC ア ド レ ス AA:AA:AA:01:A0:01 IP ア ド レ ス
192.168.1.1)
(4) サーバーより応答パケットが送信される。
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図１：TCP/IP通信例

2.2

通信の排除（妨害）

2.1では、IPアドレスからMACアドレスを調べて
通信を開始するまでの過程を確認した。ここで重要
な点としては下記の２点が挙げられる。
(1) 相手のMACアドレスがわからないと通信がは
じめられない。
(2) IP ア ド レ ス と MAC ア ド レ ス の 対 応 表 (ARP
キャッシュ)の作成に、ARP Replyパケットの情報が
用いられている。
この事から偽装したARP Replyパケットを送信す
る事により、相手のARPキャッシュに存在しない
MACアドレス情報が記憶され、以後正常な通信を
できなくする事ができると推測される。

2.3

不正アクセスの発見

次に不正アクセスを試みようとするPCの発見方
法について考える。同一ネットワーク内において、
ブロードキャスト(一斉同報)パケットはどこの場所
にいても受信することができる。また、どのような
PCでもネットワーク通信を開始する為には相手の
MACアドレスを知る必要があり、その動的解決手
法としてARP Requestを使ったブロードキャストパ
ケットを用いるのが一般的である。
以上の事から、同一ネットワーク上に流れるARP
Requestのパケットを監視する事でこれから通信を
試みようとするPCの存在とMACアドレスを知るこ
とができる。
この時、MACアドレスから不正なPCであるかど
うかを知る手段としては、今回は事前に用意してお
いたMACアドレスによるアクセス許可リストと照
合するものとする。
この事は、ネットワーク内に存在する正規のネッ
トワークノードすべて(PC、ファイル・プリント
サーバー、ルーター、VoIP G/W等)において予め
MACアドレスを調べて、アクセス許可リストに登
録しておく必要がある事をあらわす。
厳密な管理が必要でなければ、平常時において
ネットワーク上に流れるARP Requestパケットを監
視して送信者のMACアドレスをアクセス許可リス
トに登録していく事も考えられる。この場合、全て
のノードからARP Requestを送信させる為に、電源
を入れなおすか、又はメモリーに学習されたARP
キャッシュが破棄されるまでの一定時間監視してお
くよう注意が必要がある。

2.4

不正アクセス排除

不正アクセスを検知して排除する機能を持つPC
を以後、保護PCと呼ぶ。実際に不正アクセスを検
知して、通信を妨害するのには下記の仕組みが考え
られる。(図2)
(1) 不正PCが192.168.1.1を持つノードのMACアドレ
スを調べるARP Requestを送信。このブロードキャ
ストパケットは、正規のサーバーとともに保護PC
にも受信される。
(2) 192.168.1.1のアドレスを持つサーバーが、不正
PCに自分のMACアドレスをARP Replyパケットにて
返信する。この時点で不正PCのARPキャッシュに正
規のMACアドレスが学習される。
(3) (1)により保護PCが、許可されていないMACアド
レスを持つ不正PCのアクセスを検知して、ネット
ワーク上に存在しないMACアドレスを情報として
持つ偽装ARP Replyを不正PCに送信する。このパ
ケットを受け取る事により不正PCのARPキャッシュ
に存在しないMACアドレスが学習される。

(4) 不正PCがARPキャッシュ内にある偽装された
MACアドレスを用いて、IPパケットのユニキャスト
送信を行う。しかし、実存しないMACアドレスの
為、到達する事ができない。
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MAC AA:AA:AA:01:A0:01

保護PC

IP 192.168.1.100
MAC BB:BB:BB:01:B0:02
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(1) ARP Request (Who has 192.168.1.1?)

PC内 ARPキャッシュ
不明
192.168.1.1=?

(2) ARP Reply (192.168.1.1 is AA:AA:AA:01:A0:01)

(3) Fake ARP Reply (192.168.1.1 is CC:CC:CC:01:C0:01)

(4) IP Request (IP:192.168.1.1 MAC:CC:CC:CC:01:A0:01)
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192.168.1.1=AA:AA:AA:01:A0:01
新規学習2回目
192.168.1.1=CC:CC:CC:01:C0:01
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192.168.1.1=CC:CC:CC:01:C0:01

到達できず

図２：不正アクセス排除の仕組み

３．実装
保護PC上で動作するプログラムの実装は、図3の
環境上にて下記のように行った。
(1) ネットワーク上に流れるブロードキャストパ
ケットを取得できるようにする為、プロミスカス
モード(Promiscuous Mode)に設定する。
(2) ARP Requestパケットのみを監視の対象として取
得する。
(3) ARP Requestパケットの送信元MACアドレスが、
許可リストに登録されているMACアドレス中にあ
れば、何もせずに引き続き次のARP Requestパケッ
トを監視する。
(4) 偽装用のARP Replyパケットを生成する。この
時、偽装するMACアドレスのベンダーコードには
ネットワーク内で存在しないプライベートMACア
ドレスである00-01-01を今回は割り当てる。
(5) 生成したパケットをネットワーク上に一度だ
け送信する。
OS
開発ツール

Linux
GCC
図３：実装環境

４．実験
4.1

実験の目的

2.4で不正アクセス排除の方法に関して述べた。
しかし、ここでいくつかの疑問点が生じる。
第一に一回のARP Requestに対して続けて二回の
ARP Replyが返信された時、二回目の偽装された

ARP Replyを正しく認識できるかという点。
第二に、偽装されたARPキャッシュ情報の保持に
関する点。ARPキャッシュは一般的に数分間程度は
保持されるが、全く通信できないMACアドレスに
対して作成されたARPキャッシュがどの程度の時間
保持されるかという点である。
以上の点は、OSに依存するところでもあり実際
に保護用PCを用意し、いくつかの代表的OSを用い
て実験をする。

4.2

実験環境

実験環境は３個のSwitch HUBをカスケード接続し、
それぞれのHUBに不正PC(不正なアクセスを試みる)、
サーバー、保護PC(不正アクセスを排除する)を接続
するように用意し、不正PCのOSは毎回変えられる
ように準備した。(図４)

サーバー

ping -t -w 1000 10.0.20.11
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・
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・
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Reply from 10.0.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=255

-------- 正規のARPキャッシュが有効
-------- 偽装ARPキャッシュが有効

-------- 偽装ARPキャッシュが破棄され、
-- 新たなARP Requestが再発行された

図５：不正PCよりサーバーへの通信と排除
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4.3

図６：OSによる排除が有効な時間の違い

不正PC

保護PC
ＯＳ： Ｌｉｎｕｘ

不正通信排除の実験

不正PCよりサーバーに対して行われた通信が保
護PCによって排除されるかを確認する。手順は下
記の通り。
(1) 通信を開始する前に不正PC上からサーバーの
ARPキャッシュを記憶していない状態とする。(不
正PCを電源投入直後とするか、arp -dコマンドに
よってARPキャッシュを削除する)
(2) 不正PCからサーバーに対してpingコマンドを行
う(図５)。この時、偽装パケット受信による無応答
時間が計測できるようにタイムアウト時間を長く設
定する。
(3) (2)の結果から、通信が排除されたかどうか、お
よび、１つの偽装パケットでどの程度の時間、排除
が有効であるかを不正PCのOSを変えながら調査す
る。(図６)

4.4

不正通信排除の実験結果考察

4.3の実験および図５、図６の実験結果より、偽
装ARP Replyによる通信の排除は主要OSに関して大
変有効である事がわかった。
図５の結果にあるように、一番最初のpingによる
通信が正しくできたのは正規のサーバーよりのARP
Replyを最初に受け取ったからである。保護PCより
偽装ARP Replyを受けた以降は、数分以上の間、通
信不能に陥る事が確認できる。

4.5

ARPキャッシュ強制追加の実験

4.4 の 実 験 結 果 考 察 に よ り 通 信 中 の 他 の ネ ッ ト
ワークノードのARPキャッシュ改竄が容易である事
がわかった。
次にこの事から、ARPキャッシュにも記録されて
おらず未通信のノードに関するARPキャッシュ情報
でさえも自由に新規追加出来るのではないかと推測
した。この事を解明する為に下記の手順の実験を
行った。
(1) 不正PC上からARPキャッシュが記録されていな
い事を確認する。(arp -aコマンド)

(2) 保護PCから不正PCに対して、存在しない同一
ネットワークIPおよびMACアドレス情報を持つ偽装
ARP Replyパケットを送信する。
(3) 不正PC上において、(2)で送信したARPキャッ
シュが新規追加されているかを確認する。
(4) 以上の事を、不正PCのOSを変えながら調査する。
また、不正PCの変わりに一部ルーターに置き換え
た。（図７）
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図７：OSによる強制ARP追加の有効性

4.6

ARPキャッシュ強制追加の実験結果考察

4.5の実験および図７の実験結果より、ARP Reply
によるARPキャッシュの強制追加は容易である事が
判明した。この事から、ここで挙げたOSのARP実
装においてはタイミングや送信相手関わらずARP
Replyパケット情報は常に正しいものとして受け入
れられ、ARPキャッシュへ記憶するものと考えられ
る。

５．まとめ
今回の実験を通して、ARP RequestとARP Replyパ
ケットを用いた不正PCの監視と排除は様々なOSに
おいて大変有効であることがわかった。しかし、実
際の運用においてはいくつかの問題が考えられる。
(1) ブロードキャストが到達できない複数のネット
ワークセグメントが存在するケース。
(2) パケットロストによってブロードキャストが拾
えないケース。
(3) 接続を一度排除したPCを再度、許可する手段。
(4) ブロードキャストネットワークアドレス宛への
ARP Requestが行われた時の対処。
(1)は、保護PCにいくつかのLANアダプターカード
を備え、それぞれのネットワークに接続する事で対
処が可能となる。

(2)は、今回のケースにおいてブロードキャストパ
ケットがサーバーにのみ到達して、保護PCにはロ
ストして到達できないという場合に問題となる。今
回の実験中ではこのような状況は確認できなかった
が、理論上では想定できる事でもある。その場合は
保護PCの接続場所をパケットロストが少ないとこ
ろにするなどの考慮が必要だと思われる。
(3)は、一度不正PCと認識したものを正規のPCとし
て許可しなおす処理を保護PC上で必要とする。こ
の場合、不正とみなされたPCには偽装ARPパケット
が記憶されているので、遡って正規のARPキャッ
シュを再送しなおすなどの実装が考えられる。
(4)は、例えば不正PC上でIPネットワークのブロー
ドキャストアドレスへpingを発行する等の行為であ
る(例: ping 192.168.1.255 )。これは同一ネットワー
クに接続している機器の存在をまとめて調べる裏技
的な使い方としても利用されるが(実行後、arp -aに
て一覧確認する)、これらのブロードキャストパ
ケットを受け取ったノードが一斉に不正PCに対し
てARP Replyを返し、ARPキャッシュが正しい状態
で埋め尽くされてしまい、さらにこれらの返答をし
たノードのIPアドレスも判明できない為、今回の手
法では対処できない。
また、より強固な排除をする為に、不正PCを発
見した場合、偽装ARP Replyを不正PCにのみ送信す
るのではなく、同時に重要なサーバーや不正PCが
通信しようとした相手に送信する事も有効であると
考えられる。
今回の実験は、個人情報流出保護対策の一環とし
て不正接続の排除方法に関して提案・実装・実験し
たものである。
しかしながら、その過程においてARPの実装にセ
キュリティ上の問題を確認した。ARPキャッシュを
自由に書き加え出来る現状において、ローカルエリ
アネットワーク内の通信においては、いつでも好き
なノードを好きな場所へ強制的に通信させるように
仕向けたり、または、排除できることをあらわして
いる。
著者としてはこのような状況にある種の危惧を感
じざるを得ない。
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