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NAP 検証！

第 1 章 Windows Server 2003 Active Directory 環境で実現する NAP
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　Windows Server 2008 には検疫ネットワーク機能である Network Access 
Protection(NAP) が OS の機能として標準で搭載されています。

本資料では、既存環境における NAP 適用を行うための手順を示しています。
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1.1 Windows Server 2008 における NAP とは

　Windows Server 2008 には検疫ネットワーク機能である Network Access 
Protection(NAP) が OS の機能として標準で搭載されています。NAP は社内ネット

ワークへ接続するクライアントのセキュリティ状況をチェックし、ポリシーの満た
されていないクライアントを検疫ゾーンへ隔離・修復する、検疫と修復という機能
を持ちます。

NAP が Windows Server 2008 の標準機能として提供されることで検疫ネットワーク

の実現がこれまで以上に身近になったと言えます。以下では、NAP の構成として

DHCP のケースを例にとり紹介します（NAP はその他にも IPSec、802.1x、VPN,TS
ゲートウェイなどの構成をとることができます）。

1.2 システム構成について

　NAP では Active Directory の認証機構を利用するため、DC の環境が必須となりま

す。Windows Server 2008 の Active Directory 導入を行うこともできますが、新しい

DC 導入は、テストを含め大きな作業を伴います。システム管理者としては、シス

テム環境の変更を最小化しつつ、新しい機能を利用できることが望ましい場合もあ
ります。そこで今回は、既存利用が多い Windows Server 2003 R2 を DC とした環境

に、Windows Server 2008 をネットワークポリシーサーバ（以降、NPS）と、DHCP
サーバとして導入した検証環境を構築しました。なお、検証に際しては、Windows 
Vista および Windows XP のクライアントを利用し、Windows セキュリティ更新プロ

グラムの適用シナリオを確認しました。セキュリティ更新プログラムの適用には
Windows Server Update Services[ 以後 WSUS]（または Windows Update）との連携が

必要となりますが、既に WSUS での自動適用を構成している環境では、現行の運用

と変わりありません。

　　　　　　　　　　　　　　図 1. 検証環境イメージ
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　　　　　　　　　　　　　　表 1. 検証環境における構成詳細

*1　今回は、Windows Server 2008 以外のシステムは、すべて導入済み（既存）と

　　想定したシナリオの元検証を行っています。

*2　Windows Server 2008 の DHCP サーバでは NAP 用に拡張されています。

図 1 にあるように、NAP 非準拠のシステムに対して制限 IP を付与するように拡張

されており、それ故 DHCP サーバは Windows Server 2008 である必要があります。

今回は、NPS と DHCP を同居させる構成で検証しましたが、耐障害性や、アクセス

性能の向上を考慮する場合、NPS を分離した複数構成が望まれます。複数構成につ

いては別途報告します。

役割 既存 /

新規 *1

OS HW スペック

DC 既存 Windows Server 2003 R2 PRIMERGY TX200S2 
CPU:Xeon 3.0GHz
RAM:1024MB

DHCP 新規 Windows Server 2008*2 PRIMERGY TX200S3
CPU:Xeon E5310 1.60GHz
RAM:2048MB

NPS(Network 
Policy Server)

新規 Windows Server 2008 同上

修復サーバ
（WSUS）

既存 Windows Server 2003 PRIMERGY TX200S2
CPU:Xeon 3.0GHz
RAM:1024MB

クライアント PC 既存 Windows Vista/Windows 
XPSP3

FMV-S8235
CPU：Core Duo 1.66GHz
RAM：1024MB
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1.3 NAP の構成

　NAP の構成は、NPS（Network Policy Server）、DHCP サーバ、NAP クライアント

でそれぞれ設定を行う必要があります。

また、Windows Server 2008 の NAP クライアントとしては Windows Vista と、

Windows XP SP3（現在開発中で、2008 年前半にリリース予定）がサポートされてい

ます。以下では、NPS や DHCP サーバの設定は、ポイントのみにし、グループポリ

シーを使用して NAP クライアントの設定を行う方法を紹介します。詳細な手順に

ついては Microsoft 社のサイトを参照してください。

（http://technet.microsoft.com/en-us/network/bb545879.aspx）

1 NPS の設定

NPS の設定は [NAP を構成する ] をクリックして起動されるウィザートにした

がって進めるだけで簡単に設定を行うことができます。

図 2.NPS の構成画面　　

また、ウィザードで設定した内容は後から個別に設定することができます。

 以下の図は、ポリシーに準拠していないコンピュータ（ネットワークに参加す

る際に、更新プログラムのレベルなどが基準に満たないコンピュータ）に対し
て、ネットワークアクセスの挙動を定義する設定画面です。

今回は、正しく更新プログラムが適用できるように制限付きでネットワークへ
のアクセスを許可しています。
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図 3. 非準拠コンピュータに対してアクセス制限をする設定画面

2 DHCP の設定

[ スタート ]-[ 管理ツール ] をポイントし、[DHCP の管理 ] をクリックして管理

画面を表示させます。

作成したスコープに対して、以下の方法で NAP を有効にします。

1) スコープを右クリックしてスコープのプロパティを表示させます。

2) 下図にあるように [ このスコープに対して有効にする ] のラジオボタンをオ

ンにします。

図 4.DHCP サーバで NAP を有効にする設定画面

3 グループポリシーによる NAP のクライアント一括設定

 NAP のクライアント設定には、一括設定が出来るグループポリシーによる設

定が効果的です。以下では、[NAP GPO] というポリシーを作成して設定を行い

ます。
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図 5. クライアントに対するグループポリシー設定画面

[NAP GPO] を右クリックして、「編集」をクリックします。

「1.3.1 セキュリティ センターの設定」（→ 6 ページ）以下では NAP クライアン

トに適用するグループポリシーを構成します。

4 最後に WSUS の設定を行います

クライアントで WSUS を有効にするには、ポリシー（ローカルポリシー、また

は、グループポリシー）での設定が必要です。詳細は、9 ページの「Windows 
Update の設定」を参照してください。なお、本資料では最低限の設定のみを紹

介します。

1.3.1 セキュリティ センターの設定

ドメイン環境でセキュリティ センターを有効にするグループポリシーを設定しま

す。

1 [ コンピュータの構成 ]-[ ポリシー ]-[ 管理用テンプレート ]-
[Windows コンポーネント ]-[ セキュリティ センター ] をクリックしま

す。

図 6. セキュリティセンター設定画面
6 All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008
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2 右ペインの [ セキュリティ センターをオンにする（ドメイン上のコ

ンピュータのみ）] を右クリックし [ プロパティ ] を開きます。

3 [ セキュリティ センターをオンにする（ドメイン上のコンピュータの

み）] を有効に設定します。

図 7. セキュリティセンターのプロパティ

1.3.2 NAP エージェントの自動起動ポリシーの変更

1 [ コンピュータの構成 ]-[ ポリシー ]-[Windows 設定 ]-[ セキュリティ

の設定 ]-[ システムサービス ] をクリックします。

図 8. グループポリシー管理画面

2 右ペインのサービス一覧で、[Network Access Protection Agent 
Service] を右クリックし [ プロパティ ] を開きます。
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3 [ このポリシーの設定を定義する ] にチェックを入れて、サービスの

スタートアップ モードを [ 自動 ] に設定します。

図 9. セキュリティポリシーの設定画面

1.3.3 NAP 実施クライアントの設定

1 [ コンピュータの構成 ]-[ ポリシー ]-[Windows 設定 ]-[ セキュリティ

の設定 ]-[Network Access Protection]-[NAP クライアントの構成 ]-[ 実
施クライアント ] をクリックします。

図 10. 実施クライアントの設定画面

2 右ペインの [DHCP 検疫強制クライアント ] を右クリックしプロパ

ティを開きます。
8 All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008
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3 [ この実施クライアントを有効にする ] にチェックを入れます。

図 11. 実施クライアントの設定画面

1.3.4 Windows Update の設定

クライアントで WSUS サーバを使用するためのグループポリシーを設定します。

1 [ コンピュータの構成 ]-[ ポリシー ]-[ 管理用テンプレート ]-
[Windows コンポーネント ]-[Windows Update] をクリックします。

2 右ペインに表示される、[ イントラネットの Microsoft 更新サービス

の場所を指定する ] と [ クライアント側のターゲットを有効にする ]
を有効にします。

図 12.WSUS サーバの設定画面
All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008 9
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1.4 検疫検証のテストシナリオ

以下のシナリオに沿って NAP の検疫検証をテストします。

1 WSUS にセキュリティ更新プログラムを事前配布

表 2. 配布するセキュリティ更新プログラム一覧

2 クライアントをネットワークに接続して、DHCP サーバから IP アド

レスを取得します。
セキュリティ更新プログラムの適用不備が検出されネットワークから切り離さ
れた後、修復サーバ（WSUS）よりセキュリティ更新プログラムが配布され、

適用後、正しくセキュアゾーンに接続されることが期待されます。

セキュリティレベル Winodws Vista 向け Windows XP 向け

緊急 ・KB929123
Windows メールの累積的なセキュリティ更新プロ

グラム

・KB925902
Windows ベースのシステムのセキュリティを悪意

のあるユーザーが侵害し、そのシステムを制御で
きるというセキュリティの問題の修正

・KB923789
Adobe の 
Macromedia Flash 
Player の脆弱性によ

り、リモートでコー
ドが実行される

重要 ・KB941202
Windows メールのセキュリティ更新プログラム

・KB939159
バックグラウンド インテリジェント転送サービス 
(BITS) の問題の修正

なし

指定なし ・KB929399
Windows Media フォーマット 11 SDK の更新プロ

グラム

なし
10 All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008
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1.5 検証結果

　Windows セキュリティ更新プログラム未適用のクライアント（Windows Vista/
Windows XP）がネットワークに接続した際に NAP により検疫（アクセス制限）さ

れ、表 2 のすべてのセキュリティ更新プログラムを適用後、アクセスの制限が解除

されるという検疫動作を確認しました。

　特に、Windows Vista では、ネットワーク接続後ネットワーク要件を満たしていな

い旨のバルーンが表示され更新プログラムの適用が求められます。

図 13.NAP での検疫画面

ポイント

Windows 標準では NAP クライアントのセキュリティレベル検証項目には以下のも

のがあります。

今回はセキュリティ更新プログラムを中心に説明をしましたが、以下の範囲で確認
済みです（2008 年 5 月末時点）。

表 3.NAP クライアントのセキュリティレベル検証項目一覧

項目 Windows Vista Windows XP SP3

Windows Firewall 検証済み 検証済み

ウィルスチェック 未検証 未検証

スパイウェア 未検証 N/A

自動更新 検証済み 検証済み

Windows セキュリティ更新 検証済み 検証済み
All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008 11
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1.6 考察

　今回、PRIMERGY を利用した、既存 Windows Server 2003R2 の ActiveDirectory 環

境へのスムーズな NAP 導入が可能かを視点に評価を行いました。既に WSUS 運用

が行われている環境では、Windows Server 2008 の DHCP および NPS サーバのみを

導入するだけで、クライアント PC のセキュリティ状態を調査検疫し、必要に応じ

てセキュリティ更新プログラムの適用の補助をしてくれることが分かりました。こ
のように、NAP は、既存のシステム環境への影響を最小化にしながら、これまで管

理者の課題であったクライアント PC のセキュリティ管理を少ないコストで実現で

きる、現実的なソリューションと言えます。しかしながら、個人持ち込み PC の管

理や、旧 OS パソコンの管理など、より高度な要求をクリアするためには、運用上

課題があります。これら課題に対しては、以下にご紹介する Systemwalker Desktop 
Inspection の利用をご検討ください。

1.6.1 富士通の検疫ネットワークシステムのご紹介

　富士通のミドルウェア Systemwalker Desktop Inspection では、下記のような機能を

持ち、より充実した検疫ネットワークを実現できます。

 ・Windows Server 2008 の NAP クライアントから対象外とされている Windows 
2000、NT、98SE にも適用可能

古いクライアント OS を検疫することが可能です。

 ・Active Directory が必須ではありません。

Active Directory が導入されていない環境で利用することができます。

 ・MAC アドレス /ARP 認証機器連携が可能

持ち込みのパソコン、未登録の利用者の不正接続を完全に排除することができ
ます。

 ・認証スイッチ連携

バイオ認証装置との連携により、より強力な不正アクセス対策および情報漏洩
対策が実現できます。

その他機能詳細については、こちらから

http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_inspection/
12 All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008
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