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InfoCage 不正接続防止 紹介資料

日本電気株式会社

サイバーセキュリティ事業統括部 2022年11月



セキュリティ対策は、企業の規模を問わず、今
やあらゆる企業に欠かせません。

多くの企業が、社内のPCに対して、ウイルス
対策ソフトの導入や、外部記録メディアの禁止
といった対策を実施しています。

しかし、社外から持ち込まれたPCに対する対
策はできていますか？

はじめに
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◆ 不十分な持ち込みPC対策によって発生する問題

◼ 内部犯行による不正アクセス

◼ ウイルスに感染したPCのネットワーク接続によるウイルスの蔓延

◆ 持ち込みPC対策に対するネットワーク管理者の声

◼ 高価なシステムは簡単には導入できない。

◼ ネットワークの設定変更はできるかぎり避けたい。

持ち込みPC対策における課題

不正アクセスやウイルスによる被害は情報漏えい事故を引き起こし、
損害賠償や社会的信用の失墜に繋がります。
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InfoCage 不正接続防止とは

◆ ネットワークに接続された端末をセンサーが自動的に検知し、不正に接

続された端末の通信を遮断します。

◆ 検知した端末情報は管理サーバ上で管理ができます。

不正な端末のネットワークへの接続を防止し、
不正アクセスやウイルスからネットワークを守ります。

OK NGNG

センサー

正規PC 持ち込みPC 私有スマートフォン

管理サーバ

情報収集・確認

設定変更
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簡単導入

◆ エージェントレス

◼ セグメントごとに設置したセンサーが通信を監視するため、端末へのソフト

ウェアのインストールが不要です。

◆ ネットワーク機器非依存

◼ スイッチの機能を使用しないため、既存のネットワーク機器の入れ替えや設

定変更が不要です。

構成例

管理サーバ

L3スイッチ

センサー
端末 端末

L2スイッチ

センサー
端末 端末

L2スイッチ
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InfoCage 不正接続防止 Lite

◆ 管理サーバを設置せずセンサーと端末の管理が可能です。

◼ 管理サーバが不要なので、導入コストを削減できます。

OK NGNG

センサー

正規PC 持ち込みPC 私有スマートフォン

リモートコンソール

リモートコンソールからInterSec/NQ30にログインして
端末一覧の確認や設定変更を行います。

InterSec/NQ30に直接ログイン



機能紹介
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端末情報の自動収集

◆ ネットワークに接続されている端末の情報を自動収集し、管理コンソー

ルに一覧表示します。

◼ どのような端末が何台接続されているのか把握できます。

◼ 私有PCなど管理外の端末が接続されていないか確認できます。

MACアドレス IPアドレス ホスト名 OS種別

0A:00:01:0A:00:01 192.168.0.1 Windows1 Windows 10

0B:00:02:0B:00:02 192.168.0.2 Macintosh1 Mac

0C:00:03:0C:00:03 192.168.0.3 - ネットワーク機器

0D:00:04:0D:00:04 192.168.1.1 XP1 Windows XP以前

0E:00:05:0E:00:05 192.168.1.2 Linux1 Linux

0F:00:06:0F:00:06 192.168.2.1 iPhone1 iOS
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不正端末の遮断

◆ 状態がNGで登録された不正端末や未登録端末の接続を遮断します。

◼ 未登録端末に対しては接続を許可する設定もできます。

ARPスプーフィングによる遮断イメージ

状態 MACアドレス IPアドレス

OK 0A:00:01:0A:00:01 192.168.0.1

OK 0B:00:02:0B:00:02 192.168.0.2

OK 0C:00:03:0C:00:03 192.168.0.3

NG 0D:00:04:0D:00:04 192.168.0.4

不正端末 ②偽装したMACアドレスを返信

①MACアドレスの応答を要求

センサー正規端末

※MACアドレスの応答要求はブロードキャストによって行われるため、ネットワーク上の全端末に届きます。
※偽装するMACアドレスはセンサー自身のMACアドレスです。

①MACアドレスの応答を要求
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アラートの通知

◆ 未登録端末の検知と不正端末の遮断を行った際に管理者へアラートを通

知できます。

◼ 連携製品からの通知を受け取った場合もアラート通知できます。

センサー

管理サーバ

管理者

端末の遮断を通知

アラートメールを送信

不正接続を防止しました。

サイトID：1
サイトアドレス：192.168.0.1
エージェント名：NQ01

エージェントアドレス：192.168.0.100
設置場所：本社
管理者氏名：日電太郎
管理者電話番号：1-23-45678
エージェント種別：NQ

・
・
・

アラートメールの例

アラートの確認
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防止メッセージの表示

◆ 遮断された端末のWebブラウザ上に防止メッセージを表示できます。

◼ メッセージは自由にカスタマイズできるため、解除申請など、利用者への説

明や案内を記載することもできます。
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タグVLAN環境の管理

◆ タグVLAN環境では1台のセンサーで最大32VLANを管理できます。

◼ センサーの集約により導入コストを削減できます。

VLAN2

L3スイッチ

L2スイッチ

センサー

構成例

1台のセンサーでVLAN1～5を管理

※別途VLAN追加ライセンスが必要です。

trunkポート

L2スイッチ

VLAN1 VLAN3 VLAN4VLAN1 VLAN5

管理サーバ



導入実績・導入事例
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導入実績

◆ 2002年12月の発売以来、官公庁、製造、流通業など業種を問わず、数

多くのお客様に導入いただいています。

◆ NECグループのネットワークにて、10万台規模での運用実績があります。

業種 企業名

製造・プロセス業 Ｐ社、Ｋ社、Ｏ社、Ｓ社、Ｍ社、Ｄ社、・・・

流通サービス業 Ｋ社、Ｂ社、Ｉ社、Ｆ社、・・・

情報サービス産業 Ｏ社、Ｃ社、Ｓ社、・・・

電力・通信・放送業 Ｔ社、Ｎ社、Ｍ社、Ｏテレビ、Ｂ新聞社、Ｐ印刷、Ｉ電力、電話会社、・・・

建設業 Ｏ社、Ａ社、・・・

金融・証券業 Ｕ証券、Ｓ証券、Ｎ証券、Ａ信金、M信金、・・・

学校 Ｏ大学、Z高校、Ａ研究所、独立行政法人、・・・

省庁・公共 ○省、Ｔ市役所、Ｙ市水道局、○農政局、Ｉ町役場、○県警、・・・

その他 鉄道会社、製薬会社、病院、旅行会社、運送会社、消防所、・・・

➢ 大規模環境での実績
✓ A社(サービス業) ・・・ 435セグメント、49,000端末
✓ B社(サービス業) ・・・ 270セグメント、40,000端末
✓ C社(通信業) ・・・ 600セグメント、45,000端末
✓ D省(官公庁) ・・・ 1100セグメント
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導入事例：製造業A社様

◆ 特殊なネットワークにおける、スピーディかつ既存環境に影響を及ぼさない

不正接続防止対策を実現

導入の背景

選定理由と効果

導入イメージ

NQ30

生産工場

リモートコンソール

ライン 監視カメラ

オフィス

パトライト

メーター

バーコードリーダー

プリンタ

AP

社有PC

• コロナ禍により本社社員が地方の工場に疎
開勤務することとなり、これに合わせて工
場のセキュリティ対策も見直しとなった。

• 疎開勤務は即日実施のため、対策も喫緊の
課題として対応する必要があった。

• 対策のスピード感に加え、工場という特性
により選定に慎重さが必要とされる中、導
入が容易かつ安全性が確認されている不正
接続防止が要望に大きくマッチした。

• 持ち込みの無線APなど、情報システム部
が把握していないNW機器・IoT機器が接
続されていることもわかった。
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導入事例：医療法人B病院様

◆ ネットワーク内の端末をInterSec/NQ30で見える化、

医師や職員の勝手な機器の持ち込みを制限。

導入の背景

選定理由と効果

導入イメージ

• 医師や職員が勝手に私有のPCやタブレッ
トを接続している状況のため、情報漏えい
事故の不安を感じていた。

• ネットワークの使用ルールを徹底したいが
医師の権限が強く運用では限界があり、シ
ステムによる対策の必要性があった。

• システムによる強制性を持たせたことで許
可された端末以外は接続ができなくなった
ため、自然と私有機器の持ち込みもなく
なった。

• その結果、情報漏えい事故のリスクもなく
なり、安全なネットワークの管理ができて
いる。

MACアドレス IPアドレス OS種別 コンピュータ名

0A:00:01:0A:00:01 1.1.1.1 Windows HOST001

0B:00:02:0B:00:02 1.1.1.2 Windows HOST002

0C:00:03:0C:00:03 1.1.1.3 iPhone iPhone001

NQ30 管理サーバ

院内ネットワーク

私有PC 私有スマートフォン

台帳作成

接続端末一覧



製品構成例・製品価格
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製品構成例

◆ 通常版／10セグメント／非タグVLAN）

◆ Lite版／2セグメント

製品名
個
数

単価 小計
保守単価

(月額)

保守小計

(月額)

InfoCage 不正接続防止 V5.5 メディアキット 1 ¥20,000 ¥20,000 - -

InfoCage 不正接続防止 V5.5 マネージャ 1ライセンス １ ¥290,000 ¥290,000 ¥3,700 ¥3,700

InterSec/NQ30d 5 ¥178,000 ¥890,000
HW：¥800

SW：¥1,700

HW：¥4,000

SW：¥8,500

合計 ¥1,200,000 - ¥16,200

製品名 個数 単価 小計
保守単価

(月額)

保守小計

(月額)

InfoCage 不正接続防止 V5.5 Lite リモートコンソール １ ¥145,000 ¥145,000 ¥1,900 ¥1,900

InterSec/NQ30d １ ¥178,000 ¥178,000
HW：¥800

SW：¥1,700

HW：¥4,000

SW：¥8,500

合計 ¥323,000 - ¥14,400
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価格 － InterSec/NQ30

製品名 希望小売価格(税別) 月間保守料（税別）

InterSec/NQ30d ¥178,000 ¥800

NQ30 取り付けキット ¥20,000 ¥100

【InterSec/NQ30d】

• InterSec/NQ30にバンドルされているソフトウェアの保守費です。

製品名 月間保守料金(税別)

PP・サポートサービス(InterSec/NQ30ソフトウェア)(1ライセンス) ¥1,700

PP・サポートサービス(InterSec/NQ30ソフトウェア)(3ライセンス) ¥4,200

PP・サポートサービス(InterSec/NQ30ソフトウェア)(10ライセンス) ¥13,000

PP・サポートサービス(InterSec/NQ30ソフトウェア)(30ライセンス) ¥32,400

PP・サポートサービス(InterSec/NQ30ソフトウェア)(100ライセンス) ¥89,200

【「InterSec/NQ30」PP・サポートサービス(InterSec/NQ30ソフトウェア) 】

• ネットワーク上の接続機器情報を自動収集し、持ち込みPCなどの接続を防止するセンサーです。
• InterSec/NQ30dを19インチラックに搭載可能な取り付けキットです。
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価格 － メディアキット・マネージャ

製品名 希望小売価格(税別) 月間保守料（税別）

InfoCage 不正接続防止 V5.5 メディアキット ¥20,000 ー

InfoCage 不正接続防止 V5.5 マネージャ 1ライセンス ¥290,000 ¥3,700

【メディアキット・マネージャ(通常版)】

• 通常版でシステムを構築する際に必要となるライセンスです。
• メディアキットには以下のソフトウェアのインストール媒体ならびにドキュメント一式が含まれます。
✓ DomainManager
✓ SiteManager
✓ SwitchManager

• DomainManagerとSiteManagerのご利用には以下のライセンスが必要です。
✓ 「マネージャ 1ライセンス」

• が必要です。
• SwitchManagerのご利用には以下のいずれかのライセンスが必要です。
✓ 「スイッチ連携オプション セグメントライセンス」
✓ 「スイッチ連携オプション クライアントライセンス」
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価格 － リモートコンソール

製品名 希望小売価格(税別) 月間保守料（税別）

InfoCage 不正接続防止 V5.5  Lite リモートコンソール ¥145,000 ¥1,900

【リモートコンソール】

• Lite版でシステムを構成する際に必要なライセンスです。
• 「Lite リモートコンソール」にはメディアキットが含まれます。(ご購入の必要はありません)
• メディアキットには以下のソフトウェアのインストール媒体ならびにドキュメント一式が含まれます。
✓ リモートコンソール

• 同一のお客様内であれば複数のWindows端末にリモートコンソールをインストールしてご利用になれます。
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価格 － VLAN追加ライセンス

製品名 希望小売価格(税別) 月間保守料(税別)

InfoCage 不正接続防止 V5.5 1VLAN追加ライセンス

オープン価格

InfoCage 不正接続防止 V5.5 3VLAN追加ライセンス

InfoCage 不正接続防止 V5.5 10VLAN追加ライセンス

InfoCage 不正接続防止 V5.5 30VLAN追加ライセンス

InfoCage 不正接続防止 V5.5 100VLAN追加ライセンス

【VLAN追加ライセンス】

• タグVLAN環境でセンサーを集約管理する際に必要なライセンスです。
• タグVLAN環境では1台のInterSec/NQ30で複数のVLANを監視できます。
• 複数のタグVLANの監視には”監視するVLAN数－NQ30台数”の 「VLAN追加ライセンス」 が必要です。

(例)1台のInterSec/NQ30でタグVLAN数が7のNW環境を監視する場合
✓ InterSec/NQ30：1台
✓ InfoCage 不正接続防止 V5.5 3VLAN追加ライセンス：2式



付録
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注意事項①

◆ V5.3以前のバージョンではNetworkAgentライセンス・VLAN追加ライセンスのシリアル番

号登録は不要でしたが、V5.4よりマネージャへの登録が必要になりました。

◼ 登録ライセンス数を超えてNetworkAgentやVLANを使用している場合、製品の使用を継続すること

ができません。

◼ 90日間の猶予期間の後、動作が停止しますのでご注意ください。

◆ V5.3以前の環境からバージョンアップする場合、ライセンスを入手しているか、あるいは

お手元のライセンスが適正か、など事前にご確認をお願いします。

◼ マネージャのバージョンアップ時、インストールを開始する前に登録が必要なライセンスの一覧が

表示されます。
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注意事項②

◆ NEC製ソフトウェアのサポートポリシーでは、サポート適用範囲の一貫性の保証な

らびに全てのお客様への平等なサービス提供のため、以下の制約を設けております。

◼ システム単位(案件毎)でご契約いただくこと。

◼ 原則、ご使用中のすべてのソフトウェア製品(待機系での利用含む)についてご契約いただくこと。

◼ ソフトウェア製品引渡時から継続してサポートを契約していること。

◆ 本製品では購入している以下すべてのライセンスのサポート契約が必要です。

◼ InterSec/NQ30ソフトウェア

◼ マネージャ

◼ リモートコンソール

◼ VLAN追加ライセンス

◼ スイッチ連携オプション

◼ NetworkAgent

◆ サポート契約が正しく行われていない場合、以下のサポートサービスを提供することがで

きません。

◼ レスポンスサービス、インフォメーションサービス

◼ ライセンスサービス(バージョンアップ)

◼ ライセンスサービス(リビジョンアップ)

※サポートが受けられないケース
・マネージャのサポートは契約しているが、InterSec/NQ30ソフトウェアのサポートを契約していない。
・マネージャとInterSec/NQ30ソフトウェアのサポートは契約しているが、VLAN追加ライセンスのサポートを契約していない。
・ソフトウェア製品引渡時から現在までにサポート未契約の期間がある。
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製品ご紹介サイト/お問い合わせ先

◆ 製品ご紹介サイト／お問い合わせ先

http://jpn.nec.com/infocage/prevention

資料請求・お問い合わせは
こちらから受け付けており
ます。

http://jpn.nec.com/infocage/prevention





