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BIGLOBEセキュリティサービス
Security Services for BIGLOBE Customers
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要　旨

便利で安全なインターネット利用を実現するセキュリテ

ィサービスは，BIGLOBEにとって最も重要なサービスの1

つです。BIGLOBEでは，メールサーバやHTTPプロキシ

サーバでセキュリティ対策を行うことで初心者にも利用し

やすいサービスを提供するとともに，パソコン上でのより

強固なセキュリティ対策サービスを提供することで，イン

ターネット利用の利便性と安全性との両立を図っています。

This paper describes security services, which

BIGLOBE is providing its subscribers. BIGLOBE offers

both server-side solutions and PC client-side ones. For

the server-side solutions, BIGLOBE removes computer

viruses and spam e-mail messages on the mail servers

and HTTP proxy servers. The PC client solution disables

hackers
,
attacks and filters unsuitable Web pages for chil-

dren.

1．まえがき

近年，コンピュータウイルス，不正アクセス，迷惑メー

ル，インターネット詐欺などによる被害が急増しており，

インターネットを安全に利用するためにセキュリティ対策

の重要性が高まっています。セキュリティ対策としてはウ

イルス駆除ソフトなどをパソコンへ導入する方法がありま

すが，市販のパッケージソフトでは複雑な設定が必要であ

る場合も多く，パソコンの初心者にとっては利用が難しい

のが実情です。BIGLOBEの利用者には初心者も多いため，

簡単に利用できるセキュリティソリューションを提供する

ことはBIGLOBEにとって非常に重要です。

また，ウイルスの感染経路としてはメールが90%を占め

ているといわれていますが，ウイルスに感染したメールは

BIGLOBEのようなISP（インターネットサービスプロバイ

ダ）のメールサーバを通過していきます。迷惑メールも同

様です。そのためメールサーバ上でセキュリティ対策を行
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うことは効率的かつ効果的ですが，これはISPのみが実行

できる対策であり，ウイルスメールや迷惑メールを抑止す

るにあたってBIGLOBEは重要な役割を担っています。

本稿では，セキュリティサービスに対するBIGLOBEの

基本的な考え方と提供しているセキュリティサービス1）に

ついて紹介します。

2．BIGLOBEのセキュリティサービス体系

セキュリティ対策は，ISPのサーバ側で実施する方法と，

エンドユーザのパソコンで実施する方法の大きく2つに分

けられます。

たとえば，ウイルス検知を行う場合を考えます。サーバ

側で実施する場合は，主なウイルス感染経路であるメール

やホームページ閲覧においてウイルス検知を行います。こ

の方式では，ISPに申し込みさえすれば，ユーザは特別な

設定をしなくてもウイルスから防御できるという長所があ

ります。

その反面，P2P（Peer to Peer）によるファイル交換や

記録メディアのようにISPのサーバを経由しない経路に関

しては効果がありません（図1）。

これに対してパソコン上でセキュリティ対策を実施する

場合は，ウイルス対策ソフトがパソコンに侵入しようとす

るウイルスを感染経路に関係なくブロックすることが可能

です（図2）。

しかし，ウイルス対策ソフトを導入するにあたっては，

インストールや設定を行った上で，利用方法を学習しなけ

ればなりません。また，ウイルス駆除をパソコン上で行う

ためにパソコンの処理が重くなるなど，操作性が多少なり

とも悪化します。このように導入に関する手間や操作性の

問題で，ウイルス対策ソフトを持ってはいても利用しない

場合が多くみられます。

そこでBIGLOBEのセキュリティ対策は，初心者にとっ

ても簡単なサーバにおける対策と，より強固なセキュリテ

ィ対策が可能なパソコンにおける対策を用意し，さらに必

要に応じてこれらを組み合わせて利用することで，インタ
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ーネット利用の利便性と安全性の両立を図っています。

3．サーバでのセキュリティ対策サービス

BIGLOBEはサーバ側での対策として，インターネット

の基本的な利用方法である，メールとホームページ閲覧で

のセキュリティサービスを提供しています。これらは，ネ

ットワークの上位でプロバイダがセキュリティ対策を行う

ため，利用設定は容易であり，ユーザの端末への負荷やネ

ットワーク負荷が小さいという特長があります。

3.1 メールウイルス駆除サービス 2）

メールに添付されたウイルスの駆除を行うサービスです。

BIGLOBEのメールサーバと，㈱シマンテックから提供を

受けたウイルスチェックエンジンを組み合わせて実現して

います（図3）。メールソフトでの設定も不要なので，初心

者でも簡単に，メールのウイルス対策が可能です。

3.2 ホームページウイルス駆除サービス

インターネットのホームページにアクセスする際に，ホ

ームページの画像やリンクなどに仕込まれているウイルス

の駆除を行います。

図4に示すようにHTTPプロキシサーバとシマンテック

社のウイルスチェックエンジンを組み合わせて実現してい

ます。ブラウザのプロキシ設定を変更するだけで利用する

ことができます。

3.3 迷惑メール対策サービス

近年，受信者の同意を得ずに勧誘や広告などを目的とし

た電子メールを送りつけてくる，いわゆる迷惑メール（ス

パムメール）が社会問題となっています。さらに迷惑メー

ルの増加に伴いその被害も拡大しており，脅迫的な内容で

不当な料金の支払いを求める架空請求メールや偽装メール

によりメール受信者の個人情報などを引き出すフィッシン

グ詐欺など，その被害は深刻化しつつあります。

BIGLOBEでは，BIGLOBEユーザ宛の迷惑メール受信対

策だけでなく，BIGLOBEメールから送信される迷惑メー

ルへの対策にいち早く取り組んでいます（図5）。

以下，迷惑メール受信対策および大量迷惑メール送信対

策について説明します。

（1）迷惑メール受信対策

1）大量迷惑メール受信対策

BIGLOBEメールサーバが受信した大量迷惑メールを分

析した結果，約3割は存在しない偽装された差出人アドレ

スから送信されたものでした。そのため，差出人アドレス

が偽装されたメールアドレスから送信されたメールを迷惑

図1 サーバでのウイルス対策
Fig.1 Anti-virus on server.

図2 パソコンでのウイルス対策
Fig.2 Anti-virus on client PC.

図3 メールウイルスチェックのシステム構成
Fig.3 Architecture of Mail Virus Check.

図4 ホームページウイルスチェックの構成
Fig.4 Diagram: Homepage Virus Check.
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なるため，一般的なBIGLOBEユーザのメール送信が受け

付けられなくなるという被害が発生します。これに対応す

るため，同一セッションでの大量迷惑メール送信の場合，

各メール間に一定の待ち時間を入れて，送信効率を下げる

制限を加えています。

2）同一IPアドレスからの同時大量メール送信制限

連続メール送信制限をさらに強化するため，同一IPアド

レスからの同時送信数の上限値を設定し，通常利用の範囲

を大幅に超えた大量のメール送信要求を同時に出した場合

は接続不可にする制限を加えています。上限値は一般的な

BIGLOBEメール利用者に影響のない数値を選択していま

す。

3）入会直後の一定期間の送信通数制限

従来は大量メールの迷惑メール送信者に対しては，当該

メールアドレスの利用を停止するなどの措置をとってきま

した。しかしながら，そのようなユーザは別のメールアド

レスを取得して迷惑メール送信を繰り返すということが少

なくありませんでした。

この場合，迷惑メール送信者はBIGLOBEに入会してメ

ールアドレスを取得した直後に大量のメールを送信するこ

とになります。これに対応するため，入会直後一定期間は

送信できる最大通数を制限し，送信効率を下げる制限を加

えています。

4．パソコンでのセキュリティ対策サービス

インターネットのブロードバンド化による常時接続が一

般化したことに伴い，メールやホームページから感染する

ウイルス以外の脅威として，不正アクセスやワームなどに

よる被害も急増しています。また，巧妙に利用者をだまし

て個人情報を盗み出そうとするホームページや，アダルト

サイトなどの有害サイトも問題となっています。

これらの問題にすべてサーバ側で対処するのは困難であ

り，また効率もよくないため，パソコン上での対策も必要

となってきます。BIGLOBEではセキュリティベンダから

提供されるパソコン用のセキュリティソフトを，BIGLOBE

会員向けのサービスとして提供しています。パソコンでの

セキュリティ対策は，利用者に合わせたきめ細かなセキュ

リティ対策が可能であるという特長があります。

メールと判断し，BIGLOBEメールサーバで受信を拒否し

ています。具体的にはDNS（Domain Name System）に登

録されていないドメイン名からのメールを受信拒否します。

2）迷惑メール拒否サービス

BIGLOBEでは，利用者が受け取りたくないメールの条

件を指定することによりメールサーバで受信拒否できる「迷

惑メール拒否サービス」を提供しています。本サービスの

特長は以下のとおりです。

①　拡張メールヘッダ設定可能　

迷惑メールを特定するのに有効なReceived（経由したサ

ーバ）やX-Mailer（送信元の使用メールソフト）といった

メールヘッダを最大3種類まで自由に設定でき，様々な迷

惑メールに対応できます。

②　2,000件まで拒否条件設定可能

設定可能な拒否条件は大手ISP最大級の2,000件です。各

メールヘッダの設定上限は表のとおりです。

③　未承諾広告はボタン1つで設定可能

「未承諾広告」，未承諾広告に類似した「末承諾広告」，

「未 承 諾 広 告」（1バイトスペース），「未　承　諾　広

告」（2バイトスペース）の，4つのパターンに関しては，設

定画面上でボタンをクリックするだけで，一括して拒否す

ることができます。

（2）大量迷惑メール送信対策

BIGLOBEメールを利用した迷惑メール送信対策は，こ

れまでに蓄積した迷惑メール送信パターンの分析結果に基

づいて実施しています。通常の使い方を行う一般的な

BIGLOBEメール利用者には影響を与えることなく，大量

迷惑メールの送信を制限します。

1）連続メール送信制限

迷惑メール送信者は，BIGLOBEメールサーバに対して

同時に多数の送信要求を出し，短時間で大量の迷惑メール

を送信する手法を用います。これは，大量迷惑メールが送

信されるだけでなく，BIGLOBEメールサーバが高負荷に

図5 迷惑メール対策
Fig.5 Spam mail filtering.

メールヘッダ 最大件数 

From 

To 

Cc 

Subject 

拡張メールヘッダ×3種類 

 

1,000 

100 

100 

500 

100（合計300） 

 

表　拒否条件
Table Spam filtering parameters.
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4.1 マカフィー・セキュリティサービス

マカフィー㈱より提供されている，ウイルス対策サービ

スで，パソコンでのウイルス駆除，不正アクセス防止，迷

惑メール防止，プライバシー保護などの機能を提供します。

オンラインで自動更新するため，市販のパッケージソフト

と比べて，手間がかからず，継続利用に適したウイルス対

策サービスとなっています。

4.2 Webフィルタリングサービス

デジタルアーツ㈱より提供されているURLフィルタリン

グサービスで，専用ソフトをインストールしたパソコンで

有害サイトへのアクセスを制限することができます。イン

ターネット利用の低年齢層化にともない，アダルトサイト

や暴力的な内容のサイトへのペアレンタルコントロール＊と

して利用されています。

5．新たなインターネット利用形態のためのサービス

BIGLOBEでは，新たなインターネット利用スタイルに

おけるセキュリティサービスについても開発，提供してい

ます。ここでは，BIGLOBEで提供しているホームサーバ

へのリモートアクセスサービスについてご紹介します。

近年，家庭内に設置したホームサーバに外出先からアク

セスして家電コントロールなどを行うサービスが提案され

ています。たとえば，ホームサーバとしてはパソコンを利

用したものや，DVDレコーダなどの家電にサーバ機能を持

たせたものなどを使い，家庭内のカメラ制御やTV予約録

画を行うといったサービスです。

このような利用形態に対応するためにBIGLOBEは，ホ

ームサーバと外出先を安全につなぐためのサービス

「BroadPass」を提供しています。

「BroadPass」は，携帯電話やパソコンのブラウザから，

インターネット経由でのホームサーバへのアクセスを実現

するために，以下の3つの機能を提供しています（図6）。

①　ユーザ認証機能

特定のユーザのみのアクセスを許可します。

②　ダイナミックDNS相当機能

ホームサーバのIPアドレスを管理します。

③　リバースプロキシ機能

インターネットからホームサーバへのアクセス経路の確

保，ホームサーバへのアクセス認証，ブラウザに表示する

ポータル画面を提供します。

なお，NEC製ホームAVサーバやNEC製TV録画機能搭

載のパソコンでは，「BroadPass」を利用したリモートTV

録画予約サービスが利用できます。

6．むすび

セキュリティ対策サービスは，インターネットを利用す

る上で非常に重要なサービスです。特にブロードバンド・

常時接続環境では，危険が大きいため必須のサービスとい

っても過言ではありません。

BIGLOBEを通して，安心してインターネットを利用し

ていただけるよう，常にセキュリティサービスの改善，拡

充を進めるとともに，メールマガジンやホームページでの

ウイルス情報の提供やセキュリティへの注意喚起などのユ

ーザサポートもよりいっそう充実させていきます。

＊本稿に記載されている会社名，製品名は，各社の商標または登録商標です。
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図6 BroadPassの機能構成
Fig.6 Functions of BroadPass.
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＊公序良俗に反するような反社会的有害情報を含むホームページを閲覧で
きなくする仕組み。


