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Web アプリケーション
ファイアウォールが企業
に必須の保護を提供
従 来の ネッ トワー クセ キュ リティ ソリ ュー ション で は
不可能なこと、および IT セキュリティ戦略の基盤として
Web アプリケーションファイアウォールが必要な理由
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今日の多くの組織が抱えている Web 資産を効果的に保護するには、セキュ
リティテクノロジーの能⼒と限界について十分に理解しておく必要があり
ます。例えば、従来のネットワークファイアウォールや侵入防止システム
は、下位層の⼤量の脅威を排除するのには有効ですが、昨今、日常的に使
⽤されている標的型でアプリケーションを対象とする傾向にある脅威を防
御する能⼒はかなり低いと思われます。ネットワークリソースへのアクセ
ス制御の精度が著しく向上しているとは言え、Web 資産保護の重要な部分
には、次世代のファイアウォールでも不十分です。
本書では、Web 資産をサイバー攻撃から適切に保護するという課題について説明し、さまざまなセ
キュリティテクノロジーが果たせる役割と、さらに重要と思われる、また達成できないことについ
て検討します。さらに、Web アプリケーションファイアウォールがどの組織にとっても Web 保護
戦略の重要な要素である理由と、アプリケーションセキュリティとアプリケーションパフォーマン
ス最適化を組み合わせた独自の機能を持つ NetScaler AppFirewall がこの要件を満たす理想的なソ
リューションであることを説明します。

Web アプリケーション保護の問題点
Web 資産が今日の組織にとって相当なリスクになっているのは、多くの理由があります。最⼤の問
題は、これらの資産の広汎性、ハッカーのターゲットになっていること、さらにいわゆる「アプリ
ケーション層」のセキュリティソリューションによる防御では不十分であるという事実です。

Web 資産の広がり
最近の企業は、何よりも Web アプリケーションの構築および購入に集中しています。顧客など外部
に直⾯するアプリケーションはまさにその例ですが、モバイルアプリケーションとバックオフィス
サービスおよび機能を可能にするために使⽤されるアプリケーションのもその傾向にあります。利
益を創出するアプリケーションには最⼤の注意が要求されますが、サプライチェーン管理、財務、
人事、リサーチ、製品開発など、他のクラスのアプリケーションが通常のビジネスにとっていかに
重要かを過小評価するのは間違いです。
これは、今日の IT セキュリティチームにとって何を意味するのでしょう。まず始めに、Web アプ
リケーションは組織全体に広まっており、内部ユーザーだけでなく外部ユーザーによる使⽤も増加
しています。それに伴ってネットワーク周辺のみならず保護が必要になっています。
もう 1 つ重要な意味を持つのが、
企業に導入される Web アプリケーションの絶対的な多様性です。
市販とカスタムビルドの Web アプリケーションには無数の組み合わせがあるため、ネットワーク
層プロトコル異常検出など、広範囲に使⽤されるルールやメカニズムだけを使⽤したセキュリティ
テクノロジーでそのすべてを完全に保護できると考えるのは現実的ではありません。セキュリティ
チームには、より優れた柔軟性、極めて詳細な検査と制御、さらに理想を言えば、新しいアプリケー
ションを自動的に確認/適応する機能を備えたツールも必要です。
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Web 資産はハッカーの「絶好のターゲット」
Web 資産をハッカーにとって魅⼒的なターゲットにするには広汎性だけでは不十分とでも言うよ
うに、脆弱性も有名になっています。この危険な状況にはいくつかの要因があります。
• 多くの Web 資産の極端な複雑さ
• 埋め込まれたサードパーティのライブラリを常⽤
• 日常的に組み込まれる最新の（read: unproven）プロトコル、テクノロジー、および機能
• 機能と製品化までの時間を重視する開発者およびビジネスマネージャーによるコードの品質向
上と脆弱性の低減
具体的には、ほとんどの Web アプリケーションは、顧客の支払いや注文データ、特許製品の仕様、
診療記録、⼤量のその他の個人情報（PII）など、貴重な情報や機密情報への直通経路の役割も果た
すようになります。ハッカーが典型的な公開 Web アプリケーションのユーザーフレンドリーなフ
ロンドドアを突き抜けようと思えば、1 つ以上の構成済みパスを選択してバックエンドデータベー
スに関連付けるだけです。
このような状況では、⼤規模な Web 侵害が⼤量レコードの損失に繋がったり、
「2014 Verizon Data
Breach Investigations Report」にあるような統計に直⾯することになると聞いても驚くことはあり
ません。このレポートは、2013 年の分析で確認されたデータ侵害の 35%は、Web アプリケーショ
ン攻撃が原因であったことを示しています。世間の注目を浴びる Web 攻撃は氷山の一角にすぎな
いことを認識するのも重要です。Web 攻撃の⼤部分は、報道価値があると⾒なされないか、影響を
受けた組織が報告しないだけで、現状は、ビジネスマネージャーが考えているよりかなりひどい状
況です。

アプリケーション層サービスの保護では不十分
⾒逃せないのは、従来のネットワークフレームワークおよび専門⽤語によって混乱する可能性です。
特に、よく知られた OSI 参照モデルの第 7 層は「アプリケーション層」と呼ばれますが、このモデ
ルの他のすべての層と同様に、ネットワーク通信を意味します。厳密には、アプリケーションが通
信相⼿を識別し、リソースの可⽤性を判断し、同じアプリケーションを使⽤する 2 者間で通信を同
期するために使⽤するプロトコルとサービスの集まりを意味します。アプリケーション層のプロト
コルの例として、HTTP（Web ⽤）
、FTP（転送⽤）
、および SMTP（メール⽤）があります。
さらに、
「アプリケーション層」保護を提供するものとして市販されている多数のセキュリティテク
ノロジーが混乱を⽣じさせています。このような主張は技術的には正しいかもしれません。例えば、
侵入防止システムは HTTP に対して RFC 強制を実⾏します。しかし、残念なことに、若⼲誤解を
招くこともあります。問題なのは、これらのソリューションが提供する保護は、
「アプリケーション」
を完全に保護するにはかなり無理があります。というのは、
「上位層」のインフラストラクチャーア
プリケーション（Web サーバーおよびデータベース管理システムなど）、ビジネスアプリケーショ
ン（Salesforce.com など）
、および常に存在するデータ（図 1 参照）の保護を間接的に支援するだけ
だからです。

www.citrix.co.jp

3

ホワイトペーパー

Web Application Firewall

データ
ビジネスアプリ

保護のための追加の
アプリケーションリソース

インフラアプリ

コンピューティング
スタック全体

アプリ
プレゼンテーション
セッション
トランスポート
ネットワーク

OSI 参照モデル
（7 層のネットワークフレームワー
ク）

データリンク
物理
図 1: 完全なコンピューティングスタックのモデル

重要な Web 資産を完全に保護するには、次のすべてを提供するセキュリティテクノロジーが必要
です。
• 物理層の保護：周辺と内部両方の全ユースケースに対する保護を提供
• 機能層の保護：詳細なアクセス制御という形式でポリシーを強制するだけでなく、明示的な脅威
の検出/防御を実現
• 論理層の保護：ネットワーク層およびアプリケーション層のサービス/プロトコルから、インフラ
ストラクチャーアプリケーション、カスタムビジネスアプリケーションおよびデータまで、コン
ピューティングスタックの全層に渡る保護を提供
このような包括的な保護を確⽴するには、通常のネットワークファイアウォールや IPS（侵入防止
システム）以上のものに投資する必要があります。

既存のネットワークセキュリティテクノロジー
一般的に導入されているネットワークセキュリティテクノロジーには、明らかに組織のビジネスク
リティカルな Web 資産の防御で果たすべき役割があります。ただし、制限があることと、単独では
適切なレベルの保護を提供できないことを理解することが重要です。

ネットワークファイアウォール
通常のネットワークファイアウォールの主な機能はアクセス制御で、それが導入されているネット
ワーク境界を越えてどのアプリケーショントラフィックが⾏き来できるかを制御します。ステート
フルであると、動的に照合し、承認されたアウトバウンドセッションに対応するリターントラフィッ
クを許可する（逆の場合も同じ）機能が提供されます。ただし、次のことが言えます。
• ネットワーク層属性（ポート、プロトコル、ソース/宛先 IP アドレスなど）のみに基づいている
ため、通常のファイアウォールのアクセス制御機能は、特に詳細ではありません。結果として、
ファイアウォールは常に識別できるわけではないので、
TCP ポート 80 を使⽤する広範囲の HTTP
Web アプリケーションなど、特定のポート/プロトコルを使⽤して個々のアプリケーションを制
御します。
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• 通常のネットワークファイアウォールは、脅威を明示的に検出/阻止するために装備されるので
はありません。これがマルウェア、攻撃、その他の認可されていないアクティビティに対して提
供する防御は、強制するように構成されているアクセス制御ポリシーの副産物にすぎません。例
えば、
「オープン」でない通信パスに依存する脅威は、
（一度も検出されることなく）デフォルト
で防止されます。
結局のところ、通常のネットワークファイアウォールは、組織の Web 資産に対して、かなり限られ
た保護を提供するということになります。

ネットワーク侵入防止システム
通常、ネットワーク IPS テクノロジーは、脅威の検出に焦点を合わせているため、アクセス制御機
能はほとんど提供していません。このテクノロジーの基盤となっている広範なメカニズムの中には、
既知の脅威および脆弱性のシグネチャ、疑わしい悪意のあるアクティビティおよび未知の脅威に関
するプロトコルおよび動作異常の検出などが含まれます。通常、保護はアプリケーションサービス
層までで、すべての共通インターネットプロトコル（HTTP(s)、DNS、SMTP、SSH、Telnet、FTP
など）が含まれます。
今日の企業で実⾏されている最も一般的なインフラストラクチャーおよびビジネスアプリケーショ
ンに関連する既知の脆弱性および脅威のシグネチャが含まれるのは珍しくないため、コンピュー
ティングスタックの上位層では散発的に保護が適⽤されます。正しい方向に足を踏み出したにもか
かわらず、この拡張された保護は十分でなく、IPS テクノロジースタックの途中で終わるため、次
のような可能性があります。
• 検出漏れ：アプリケーションの可視性および理解が不十分であるため、最上位層の脅威（アプリ
ケーションプロセスロジックの操作により作⽤する脅威など）に気づかない
• 誤検出：標準とカスタムのどちらの Web アプリケーションにも及ぶ幅広い上位層の脅威の主要
因である広範囲に適⽤できる署名をしようとすると、必ず無数の誤り検出に繋がる
脅威の明示的な検出/防御機能を提供することで、IPS テクノロジーは通常のネットワークファイア
ウォールを完全に補完できますが、アプリケーションサービス層より上の保護が不完全で Web 資
産に対する保護が部分的に強化されるだけです。

次世代のファイアウォール
NGFW（次世代ファイアウォール）は、ネットワークファイアウォールと IPS を 1 つのソリュー
ションにしました。NGFW は、通常、これらの機能に、ネットワークとのアクセス制御のための属
性として、ユーザーおよびアプリケーション ID を追加します。最⾼のスループット要件（すなわち
数 Gbps 以上）以外のすべてのユースケースにとっては、おまけとしていくつかの余分な追加機能
を持つ便利な統合ソリューションになっています。しかし、Web アプリケーションの保護に関して
は、アプリケーションの認知という重⼤な⽋陥が残ります。使⽤されているポートやプロトコルに
関係なくアプリケーションを確実に識別する機能は、アプリケーション認知とも呼ばれますが、ア
プリケーションの対話能⼒（application fluency）とは異なります。
アプリケーション認知により、アプリケーションプロトコルデコードやアプリケーションシグネ
チャなどの⼿法で、すべてのネットワークトラフィックにとって重要な特定のインフラストラク
チャーおよびビジネスアプリケーションを識別します。したがって、アプリケーション認知は、精
密なアクセス制御を可能にするため、複数のアプリケーションやサービスが同じプロトコルとポー
トを使⽤している場合、別々のポリシーを設定できるようになります。例えば、トラフィックの「Web
バケット」をスライスして、角切りにし、少数の有益でビジネスクリティカルな Web アプリケー
ションにアクセスできるようにすると同時に、Web メール、ファイル共有サービス、Facebook ゲー
ムなど、あまり望ましくない Web アプリケーションは部分的に制限するか、完全にブロックするこ
とができます。
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上位層での明確な脅威検出の必須条件として、アプリケーションの対話能⼒には、保護されるアプ
リケーションについて、どの入⼒およびナビゲーションのシーケンスが有効で、アプリケーション
がどのように機能するか（あるいは機能しないか）など、さらに深く理解している必要があります。
結論として、NGFW は拡張されたアクセス制御機能を提供し、多くの単一テクノロジーのアプライ
アンスが排除される可能性はありますが、組織は通常の IPS の明示的な脅威検出/保護機能を持ち続
けることになります。保護の広さや深さだけでは、現在の脅威の⼤部分を占める、ますます巧妙化
する標的型攻撃から、ほとんどの Web 資産（特にカスタム資産）を保護するには十分と言えませ
ん。

Web アプリケーションファイアウォール：アプリケーションドメインのマスター
WAF（Web アプリケーションファイアウォール）は、他のセキュリティテクノロジーが残した部分
を対象にして、コンピューティングスタックの最上位層に作⽤する脅威からの保護を提供します。
⼿動で構成されたポリシーによって補完された自動学習ルーチンは、すべてのカスタム機能やビジ
ネスロジックも含め、Web アプリケーションがそれぞれどのように動作するかを極めて忠実に「理
解」します。その後、検出された違反により、悪意が疑われるトラフィックが示され、管理者が定
義したポリシーに従って自動的に処理されます。例えば、ブロックされたり、制限付きで許可され
たり、ログされたりします。
本書で前述したセキュリティテクノロジーと比べると、WAF には次のような独自の機能がありま
す。
• 入⼒の検証。危険な SQL インジェクション、クロスサイトスクリプティング、ディレクトリト
ラバーサル攻撃を阻止
• クッキー、セッション、またはパラメータ改ざん攻撃の検出
• カスタム Web 資産の脆弱性を利⽤した攻撃をブロック
• オブジェクトレベルの識別およびブロックにより機密データの引出しを阻止
• SSL 暗号化トラフィックであらゆるタイプの埋め込み型脅威を十分に調査
• カスタムビジネスアプリケーションのロジックの抜け道を利⽤して作動する脅威を防止
• アプリケーション層拒否および DDoS（分散型サービス不能）攻撃に対する保護
• ハッカーに利⽤される可能性のあるサーバー応答情報を動的に隠す
• 包括的な XML 保護を提供。これには、SOAP メッセージのスキーマ検証、XPath インジェクショ
ン防御、悪意のあるコンテンツを隠している XML 添付ファイルの識別/ブロックを含む
• PCI-DSS の要件 6.6 への準拠を実現
これらのアプリケーション中心の保護をすべて可能にすることで、市場をリードする WAF
（NetScaler AppFirewall など）は、ネットワーク層のアクセス制御ルールと、既知の脅威を検出す
るためのシグネチャベースのコンポーネントもサポートします。ただし、セキュリティチームは、
WAF 防御が設計上、主に Web プロトコル（HTTP、HTTPS、XML、SOAP など）に焦点を合わせ
ていることを認識する必要があります。
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セキュリティテクノロジー要約
表 1 で前述のセキュリティテクノロジーを比較します。主なマイナス要素は、次のとおりです。
• これらは下位層の⼤量の脅威を排除するのには有効ですが、最も一般的に導入されているセキュ
リティテクノロジー（ネットワークファイアウォールおよび IPS）では、Web アプリケーション
の保護となると、対象外の部分が多く残ります。
• Web アプリケーションに対して完全な保護を提供するセキュリティテクノロジーは 1 つもあり
ませんが、WAF が最もそれに近いと言えます。
• NGFW と WAF を組み合わせることで、組織の重要なすべての Web 資産に対して、強⼒で全⾯
的な脅威防御を確⽴する効果的な⼿段となります。
Web 資産保護のためのセキュリティテクノロジーの比較
ネットワークファイ

侵入防止システム

アウォール

次世代ファイア

Web アプリケー

ウォール

ションファイア

（NGFW）

ウォール（WAF）

保護対象

第 3〜4 層

第 3〜7 層

第 3〜7 層

第 3〜7 層以上

配置アーキテク
チャー（一般）

第 3 層ゲートウェイ

トランスペアレン
トモード

第 3 層ゲートウェ
イ

リバースプロキシ

アクセス制御の
精密度

ポート、プロトコ
ル、IP アドレス

適⽤なし

ポート、プロトコ
ル、IP アドレス、
ユーザー、アプリ
ケーション

ポート、プロトコ
ル、IP アドレス

脅威検出/防御
テクノロジー

適⽤なし

シグネチャ、パ
ターンマッチン
グ、プロトコルお
よび動作異常検出

シグネチャ、パ
ターンマッチン
グ、プロトコルお
よび動作異常検出

シグネチャ、プロ
トコル異常検出、
アプリケーション
固有の異常検出

プロトコルの保
護範囲

すべて

すべて

すべて

Web 中心：
HTTP(s)、XML、
SOAP、SPDY

SSL/暗号化トラ
フィック検査

適⽤なし

適⽤なし

あり

あり

DdoS 防御

ネットワーク層
（基本）

ネットワーク層

ネットワーク層

アプリケーション
層

Web アプリケー
ションの保護

最小限

主にネットワーク/
アプリケーション
サービス層の既知/
未知の脆弱性/脅威

主にネットワーク/
アプリケーション
サービス層の既知/
未知の脆弱性/脅威

広範、アプリケー
ション層全体が対
象範囲
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NetScaler AppFirewall
固有の Web 保護機能により、WAF は組織のセキュリティアーキテクチャーの重要な要素になり、
完全装備のソリューションを選択する重要性を⾼めます。
NetScaler AppFirewall は、Web アプリケーションおよび Web サービスアプリケーションに対する
既知および未知の攻撃をブロックする ICSA 認定の総合的な Web アプリケーションセキュリティ
ソリューションです。NetScaler AppFirewall はハイブリッドセキュリティモデルを実装しており、
SSL 暗号化通信を含むすべての双方向トラフィックを分析することにより、アプリケーションを一
切変更することなく、広範な脅威を防ぐことができます。
次に、NetScaler AppFirewall の主要な保護機能を紹介します。
ハイブリッドセキュリティモデル：未知の新しい弱点を解決するために、ポジティブモデルポリシー
エンジンが、許可されるユーザーアプリケーションの対話を理解し、この範囲外のすべてのトラ
フィックを自動的にブロックします。一方、ネガティブモデルエンジンは、攻撃シグネチャを使⽤
して、アプリケーションの既知の脅威を防御します。
XML 保護：NetScaler AppFirewall は、XML ベースのアプリケーションの攻撃を目的とした一般的
な脅威（クロスサイトスクリプティング、コマンドインジェクションなど）をブロックするだけで
なく、XML に特化した豊富なセキュリティ保護機能セットも組み込まれています。これには、包括
的なスキーマ検証や関連するアプリケーション層の DoS 攻撃（過度な再帰など）を阻止する機能も
含まれます。
動的要素の⾼度な保護：複数のセッションアウェア保護により、クッキー、フォームフィールド、
セッション固有の URL などアプリケーションの動的要素を保護します。その結果、クライアントと
サーバー間の信頼関係（クロスサイトリクエストフォージェリなど）を標的とした攻撃を阻止する
ことができます。
独自のセキュリティポリシー：先進的な学習エンジンが、企業の Web アプリケーションの意図され
た動作を自動的に判断し、人が読み取り可能な推奨するポリシーを⽣成します。管理者は各アプリ
ケーション固有の要件に合わせてセキュリティポリシーを調整し、誤検出イベントを回避すること
ができます。
コンプライアンスの確保：NetScaler AppFirewall を使⽤すると、企業は PCI DSS などのデータセ
キュリティ指令に準拠できるようになります。これは、クレジットカード情報を処理する一般向け
アプリケーション⽤の WAF の使⽤を明示的に推奨しています。
PCI 要件に関連するファイアウォー
ルポリシーに定義されたすべての保護定義を文書化するために、詳細なレポートを⽣成できます。
妥協なしのパフォーマンス：業界最⾼の Web アプリケーションセキュリティソリューションは、ア
プリケーションの応答時間に関係なく、12Gbps 以上の広範囲に及ぶ保護を提供します。
NetScaler AppFirewall のさらなる特⻑は、NetScaler アプリケーションのフルデリバリープラット
フォームの不可⽋なコンポーネントとして導入できる独自の機能です。このメリットとして、Web
アプリケーションパフォーマンスの⼤幅な向上（先進のアクセラレーションおよびサーバーオフ
ロード機能による）と、信頼性（サーバー負荷分散、サーバーヘルスモニタリング、およびサイト
レベルのフェイルオーバー機能による）が挙げられます。最終的には、今日の要求の多いユーザー
に、比類のない Web 保護と⾼品位のアプリケーションエクスペリエンスを提供する理想的なソ
リューションになります。
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まとめ
これまでは、一般的なネットワークファイアウォールと侵入防止システムで、平均的な組織が重要
と判断した少数の Web アプリケーションを十分に保護できたかもしれません。しかし、今日では実
質上 Web 資産にますます依存するようになり、ハッカーが標的型のアプリケーション固有の攻撃
に劇的に変化したことで、もはやこれは当てはまらなくなっています。次世代のファイアウォール
でも、拡張は、主にインフラストラクチャーの統合と、設定およびアクセス制御ポリシー実施の精
度の向上に関するものであるため、十分ではありません。
⼤量の下位層の脅威をフィルターするには、これらの他の対抗⼿段もまだ有効ですが、内外から多
数の接触がある組織の Web 資産全体を保護するために、セキュリティチームは Web アプリケー
ションファイアウォールソリューションでこれらを補完する必要があります。保護されている各ア
プリケーションの正常な動作を十分に理解し、アプリケーションサービス/プロトコル層を越える異
常なアクティビティと情報を検知することで、
NetScaler AppFirewall のような完全装備の WAF が、
他の一般的に導入されているセキュリティテクノロジー、レガシー、その他では得られない一定の
脅威防止機能を提供します。
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Citrix (NASDAQ:CTXS) は、仮想化、モビリティ管理、ネットワーキングおよび SaaS ソリューションの融合を通じて、ビジネ
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