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〈ソリューション〉

ウィルス検疫 VLAN ソリューション
Virus Quarantine VLAN Solution
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ト強化による対策だけでは，企業内へのウイルスの侵入を

旨

根絶することは困難です。CapsSuite のベースである NEC

SQLSlammer や Blaster，Nachi などの凶悪化するウイル

社内システム CAPS で管理されている，NEC 内へのウイル

スの脅威を背景に，2003 年末あたりから，セキュリティレ

ス持ち込みパターンを分析した結果，モバイルパソコンか

ベルの低い PC を基幹ネットワークに接続させない，
「検疫」

らの持ち込みがほとんどであることが判明しました（図 1）
。

という水際でのウイルス対策技術への注目度が高まってい

このような，一度セキュリティレベルの管理を離れた PC

ます。NEC は，いち早くこの技術の製品化に取り組み，他

からのウイルス持ち込みを防御するには，基幹ネットワー

社にない様々な特徴を盛り込んだ「PC 検疫システム」を開

ク接続時に，一度セキュリティレベルをチェックした上で

発し，総合サイバーアタック対策製品「CapsSuite V3.0」

基幹ネットワークに接続する仕組みが必要です。この仕組

に組み込み，製品化を実現しました。本稿では，「PC 検疫

みを「検疫」と呼んでいます（
「自己防衛ネットワーク」と

システム」の概要と特徴を説明します。

いっているメーカーもあります）
。

Quarantine,

2．PC 検疫システムの特徴

the new antivirus technology, has been

attracting attentions increasingly due to the recent emer-

これまで，ネットワーク機器ベンダやアンチウイルスソ

gence of brutal worms such as SQLSlammer, Blaster and

フトベンダが「検疫」に該当する機能を提供してきました

Nachi. This technology is designed to prevent insecure

が，NEC では，「検疫ネットワーク」という独自の概念を

PC s connection to the enterprise network on the bor-

採用しています。またその実装にいくつかの異なるインフ

derline. NEC has worked on production of this technolo-

ラを利用して，ユーザの利用環境に合わせた導入が可能な

gy early and recently started to ship

ようにしています。ここでは，NEC の検疫ネットワークの

System,

PC Quarantine

integrated with cyber attack protection system

CapsSuite V3.0,

考え方と特徴を説明します。

which has various unique features

which other vendors do not have. This paper describes
an outline and features of

PC Quarantine System.

1．まえがき
2000 年の CodeRed ワームによってもたらされた甚大な被
害や省庁ホームページ改ざんなどのインシデントにより，
日本の企業へのウイルス対策ソフトやファイアウォールの
導入は急速に進んでおり，現在ではどちらも 90%以上の導
入率といわれています。しかし，ウイルスの被害は 2003 年
度は 3025 億円（IPA 調べ）といわれており，沈静化の気配
はありません。
NEC では，総合サイバーアタック対策製品 CapsSuite1）

図 1 最近のウイルス感染のパターン
Fig.1 Recent virus infection pattern.

で，企業の IT 資産のセキュリティレベルを底上げするソリ
ューションを提供していますが，セキュリティマネジメン
＊
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ウィルス検疫 VLAN ソリューション

以下の３つの方式で検疫ネットワークを実現しています。
（1）認証 VLAN（IP8800）・認証 DHCP
（2）クライアントファイアウォール
（3）サーバファイアウォール
各方式の概要や特徴は第 3 章で述べます。
2.3

その他の特徴

NEC の「PC 検疫システム」には，検疫ネットワーク以
外に以下の特徴があります。
・総合サイバーアタック対策ソフト「CapsSuite」との連
携により，セキュリティレベルを計数管理した上での
検疫の実現

Fig.2

2.1

図 2 一般的な検疫の実装イメージ
Implementation image of general quarantine.

・CapsSuite の「パッチ適用情報パッケージ」の利用に
より，運用者による複雑なポリシー作成が不要

3．各方式の概要と特徴

一般的な検疫の実装

一般的な検疫システムの実装は図 2 のようになっていま

本章では，NEC が提供する３つの方式に関して，概要と
特徴を説明します。NEC が３種類の方式を提供している理

す。
チェック可能なポリシーとしては，ウイルス対策ソフト
のバージョンが中心ですが，製品によっては起動されてい
るプロセスや，DLL のバージョン，レジストリ値などがチ

由は以下の２点です。
・構築するネットワークの要件に合わせて方式を選択可
能にする

ェックできるものもあります。このような実装は，VPN 装

・検疫する対象，導入コストにより方式を選択可能にする

置や SSL-VPN 装置に多く見られますが，以下のような弱点

3.1

があります。

認証 VLAN 方式では，検疫ネットワークと基幹ネットワ

認証 VLAN 方式

・防御対象は外部からの接続が中心になる

ークの切り替えに認証 VLAN を利用します。認証 VLAN 装

・切断されるため社内のウイルス対策ソフトの配信やパ

置としては UNIVERGE シリーズの IP8800 を利用します

ッチ配布システムが利用できない

（図 4）。

・サーバ側のポリシー設定が複雑

認証 VLAN 型検疫の動作フローは図 5 の通りです。

2.2

① クライアントがネットワークログイン時に DHCP 認証

NEC の実装 〜検疫ネットワーク〜

NEC の「PC 検疫システム」では，検疫ネットワークと

（ID/パスワード）を実行。

いう検疫用のネットワークを基幹ネットワークとは別に用

② VitalQIP（認証 DHCP サーバ）で DHCP 認証を実行。

意し，切断ではなくネットワークを振り分けることにより

③ DHCP 認証成功後，VLANaccess によって，CapsSuite

検疫された状態でのパッチやウイルス対策ソフトの配布の

検疫連携オプションサーバ機能に，クライアントのパ

問題を解決しています（図 3）
。

ッチ状態の問い合わせを実行（統合 DB の内容が参照

検疫ネットワークを構築するためには，ネットワークを

される）。

切り替えるためのインフラが必要になります。NEC では，

図 3 検疫ネットワークのイメージ図
Fig.3 Image of quarantine network.

Fig.4

図 4 認証 VLAN 型検疫システムのイメージ図
Image of authentication VLAN quarantine system.
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Fig.5

図 5 認証 VLAN 型検疫システムの動作フロー図
Operation flow of authentication VLAN quarantine
system.

図 6 クライアントファイアウォール方式の動作フロー図
Fig.6 Operation flow of client firewall quarantine system.

3.2

クライアントファイアウォール方式

④ VLANaccess では，パッチが最新でない場合 VLAN1

クライアントファイアウォール方式では，検疫ネットワ

（検疫ネットワーク）に振り分けられるように IP8800

ークと基幹ネットワークの切り替えをクライアントファイ

を設定。最新の場合，VLAN2 に振り分けられるよう

アウォールのポリシーを自動切り替えすることにより，物

IP8800 を設定。

理ネットワークには依存せずに実現します（図 6）
。

⑤ ④で VLAN2 に振り返られた場合，そのまま基幹ネッ
トワークに接続される。

① クライアント起動時に，クライアントエージェントは
クライアントファイアウォール（Symantec

⑥ ④で VLAN1 に振り分けられた場合，検疫ネットワー

ClientSecurity ： SCS）のポリシーをポリシー 1 に設

クで，再度パッチのチェック−必要なパッチのダウン

定する。ポリシー１は SCS のアクセス可能アウトバウ

ロード−パッチの適用−再起動を行う。パッチが最新

ンドポリシーを検疫ネットワーク（XX.XX.XX.XX）

になると，統合 DB がリアルタイムで更新され，次の

に限定する（この状態では，検疫ネットワーク以外に

ログインで，基幹ネットワークに接続できるようにな
る。
以上のように，本システムで検疫を実行すると，パッチ
が最新になるまで，検疫ネットワークにしか入れなくなり
ます。CapsSuite への新しいパッチの登録で常に検疫され
るようになると，エンドユーザへの負担が大きいため，検
疫が開始されるタイミングを変更可能にしています。以下

はアクセスできない）。
② クライアントエージェントは，①の状態でサーバエー
ジェントに接続し，クライアントのセキュリティ状態
を問い合わせる。
③ サーバエージェントは，CapsSuite の統合 DB の状態
をチェックし，クライアントに返却する。
④ クライアントエージェントは，③の結果が最新であれ

のようなタイミングでの検疫開始を推奨しています。

ば，ポリシーをポリシー２に切り替える。ポリシー２

・パッチ登録後，一定期間が経過（Ex. 1 週間）

は SCS のアクセス許可のアウトバウンドのポリシーを

・ぜい弱性を利用するウイルスの出現時

基幹ネットワーク（YY.YY.YY.YY）に拡大したポリ

また，CapsSuite の統合 DB や検疫サーバ障害時や，パッ

シーである。③の結果が最新でない場合，①の状態で

チが掛けられないサーバは基幹ネットワークに接続できな

パッチの適用を行い，再度チェックすると最新の状態

くなるため，以下のような耐障害機能と運用機能を備えて

になりポリシー２に自動的に切り替わる。

います。
・サーバの２重化機能
・検疫の停止機能
・特定マシンへの検疫免除機能
本方式は，スィッチとして UNIVERGE IP8800 が必要で

⑤ SCS がポリシー２に切り替わると基幹ネットワークに
アクセス可能になる。
以上のように，クライアントファイアウォール方式では，
（1）ネットワークの特別な変更なしに，仮想的に検疫ネッ
トワークを構築することが可能，（2）接続に依存しないた

すが，CISCO などほかのスィッチと組み合わせることも可

め，イントラネットへの接続でも外部からの接続（VPN，

能です。この場合，下記の制約がつきます。

ダイヤルアップなど）でも検疫を実行できる，（3）クライ

・スイッチがセカンダリアドレッシング（1 つのポートに
複数のIP アドレス割り当てを行う機能）を有すること。
・認証 VLAN としては使用できない（認証 DHCP のみ）
こと。
36

アントファイアウォールによりクライアントパソコンのウ
イルス耐性が向上する，という特徴があります。ただし，
ファイアウォールソフトは Symantec 社の SCS に限定され
ます。
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このように，サーバファイアウォール型検疫は，（1）ネ
ットワークに依存しない，（2）サーバにファイアウォール
を入れるため，パッチを適用できないサーバのウイルス耐
性が向上する，（3）他の方式に比べて安価に構築できる，
という特徴があります。ただし，クライアントは保護され
ない，方式上規模の上限が 100 サーバ/5,000 クライアント
程度，という制限があります。

4．むすび
社会のユビキタス化への流れに乗って，ますますモバイ
ルパソコンの需要が高まり，そのセキュリティレベルの維
持がサイバーアタック対策の重要な要素になっていくこと
が考えられます。NEC では，今後も UNIVERGE 製品を活
用した，無線 LAN システムでの検疫や IEEE 802.1X 認証
環境での検疫，またサイバーアタック対策に留まらず，情
報漏えい対策の施されていないパソコンの検疫など，新し
いソリューションを提案していきたいと考えています。
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