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NAP 検証！

第 2 章 複数サイトでの NAP の効率的な運用管理
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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、複数サイトにおける NAP 運用管理を効率的に行うための手順

を示しています。
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2.1 NAP における複数サイト管理者の悩み

　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 NPS（Network Policy Server）
でチェックし、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。

　前回に引き続き DHCP オプションを使った社内 NAP 運用について考察します。

DHCP オプションを利用している場合、NAP の管理範囲は、DHCP のスコープ範囲

に制限されるため、セグメント分割している複数サイトでは、NAP 環境をそれぞれ

準備する必要があります。このような環境では、システム管理者は常に、「適用ポ
リシー」の同期や、「クライアント状態」の監視を、複数サイトをまたがって行う
必要があります。しかしながら、NAP のようなセキュリティ機能の場合、クライア

ントの状態監視や、ポリシー適用を一括したいという相反する要求もあります。こ
のような要求に対して、今回、当社 PRIMERGY を用い、Windows Server 2008 の標

準機能を活用した、複数拠点（サイト）での効率的な NAP 運用の方法を検討しま

した。以下に複数サイト環境における NAP 構成設計、運用管理の方法詳細につい

てご紹介します。

2.2 システム構成について

　今回の検証では第一回の DHCP サーバを使用した検疫の環境のサイト拡張を行い

ます。NAP を構成する各サーバをシングル ドメインの Active Directory 環境に導入

し、本社（サイト 1）と支社（サイト 2）を別々のサイトとして構成しているとし

ます。ここで、サイト 1 の NPS は負荷分散のため 2 重化（プライマリ、セカンダリ

の構成）を行い (a)、サイト 2 の NPS はサイト１の NPS とグループ化 (b) を行い障

害時にはサイト 1 の NPS が検疫を行うように構成します。今回の検証では NPS と

DHCP サーバは別々のサーバにインストールします。

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　DHCP サーバを二台使用した構成ではなくリレーエージェントを使った構成も

考えられますが、今回はサイトが遠隔に存在しており、ある程度の独立性を保って
いると想定し、各サイトで DHCP サーバを構築するパターンとしています。

サイト 役割 OS IP アドレス HW スペック

サイト
1

DC1 Windows Server 2003 
R2

192.168.10.1 PRIMERGY TX200S2 
CPU:Xeon 3.0GHz
RAM:1024MB

DHCP1*1 Windows Server 2008 192.168.10.2 PRIMERGY TX200S3
CPU:Xeon E5310 
1.60GHz
RAM:2048MB

NPS1 Windows Server 2008 192.168.10.5 同上

NPS1-2 Windows Server 2008 192.168.10.15 同上

Web サーバ Windows Server 2003 
R2

192.168.10.254 PRIMERGY TX200S2
CPU:Xeon 3.0GHz
RAM:1024MB

修復サーバ
（WSUS）

Windows Server 2003 
R2

192.168.10.252 同上

サイト
2

DC2 Windows Server 2003 
R2

192.168.20.1 PRIMERGY TX150S5 
CPU:Pentium D 3.0GHz
RAM:512MB

DHCP2*1 Windows Server 2008 192.168.20.5 PRIMERGY TX150S5
CPU:Pentium D 3.0GHz
RAM:1024MB

NPS2 Windows Server 2008 192.168.20.20 PRIMERGY TX150S5
CPU:Pentium D 3.0GHz
RAM:1024MB

共通 ルーター N/A 192.168.10.10./
192.168.20.100

N/A

スイッチ N/A セキュアスイッチ　SR-
S724TC1

クライアント
PC

Windows Vista/Windows 
XPSP3

FMV-S8235
CPU：Core Duo 1.66GHz
RAM：1024MB
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2.3 NPS1 の構成

　NPS の設定はウィザードから簡単に行うことがで

きます。今回の検証では NPS と DHCP サーバは

別々のサーバで構成しており、NPS では DHCP
サーバから転送された認証要求を処理するため、
ウィザード中で DHCP サーバ を RADIUS クライア

ントとして登録します。

1 「NAP を構成する」をク

リックしてウィザードを起
動します。

2 NAP 構成ウィザード中の

「DHCP サーバーを実行す

る NAP 強制サーバーの指

定」画面から [ 追加 ] をク

リックし、DHCP サーバを

実行するコンピュータ  
DHCP1、DHCP2 を登録し

ます。

3 「RADIUS クライアント」

に DHCP1 および DHCP2
が登録されたことを確認し、
[ 次へ ] をクリックします。

ウィザードに沿って NAP 
の構成を完了します。
4 All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008
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2.4 NPS1-2 の構成

　NPS は構成情報のエクスポート、インポートを行

うことができます。同じ役割を持つコンピュータを
複数台構成する際にはテンプレートとしてエクス
ポートした構成情報をインポートすることで、設定
の手番を省くことができます。

以下では、テンプレートを活用した構成方法をご紹
介します。

● NPS1 での作業

1 構成情報のエクスポート

NPS1 の「ネットワーク ポリ

シー サーバー」 - 「NPS（ロー

カル）」上で右クリックメ
ニュー「構成のエクスポート」
をクリックして構成情報をエ
クスポートします。

2 右のメッセージが表示され

たら「すべての共有シーク
レットをエクスポートしま
す」にチェックを入れて

「OK」をクリックします。

ポイント

共有シークレットとは、RADIUS サーバと RADIUS クライアント間で使用

される認証用のパスワードを意味します。
All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008 5
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2.5 DHCP1 の構成

● NPS1-2 での作業

3 NPS1-2 の「ネットワーク 
ポリシー サーバー」 - 

「NPS（ローカル）」上で右

クリックメニューの「構成
のインポート」をクリック
して NPS1 からコピーした

構成情報をインポートしま
す。

4 インポートに成功すると右

記のメッセージが表示され
ます。[OK] をクリックしま

す。

　NAP 検疫のゲートウェイとして DHCP1 を構成し

ます。今回の検証では DHCP サーバと NPS を分離

した構成を用いています。このため DHCP1 が受け

付けた接続要求を NPS1 または NPS1-2 に転送する

ように構成する必要があります。

そのため、DHCP1 では接続要求を転送するリモー

ト RADIUS サーバグループの設定を行います。

● DHCP サーバのスコープの設定

「スタート」-「管理ツール」-「DHCP の管理」をクリックして管理画面を

表示します。

1 スコープを作成し、プロパ

ティで [ ネットワークアク

セス保護 ] を有効にします。
6 All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008
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● RADIUS サーバグループの作成

「ネットワーク ポリシー サーバー」を起動します。

1 「NPS（ローカル）」 - 
「RADIUS クライアントと

クライアントサーバー」 - 
「リモート RADIUS サー

バー グループ」上で右ク

リックし、「新規」をクリッ
クします。
新しいリモート RADIUS サー

バーグループ登録ダイアログ
が表示されます。

2 [ 新しいリモート RADIUS
サーバーグループ ] のグ

ループ名を入力（ここでは
NPS）し、[ 追加 ] をクリッ

クして、NPS1 と NPS1-2 
を登録します。

ポイント

　RADIUS サーバの優先順位と重みについて

RADIUS クライアントが認証メッセージを RADIUS サーバへ送信する際に、特定

のサーバへメッセージを送信する場合に使用します。優先順位を 1 に設定した

RADIUS サーバはプライマリサーバとなります。

また、重さとは、同じ優先順位に設定した RADIUS サーバ同士で、それぞれの

サーバへ送信するメッセージの頻度を設定する場合に使用します。重さで設定し
た値に基づいて頻度が計算されます。
All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008 7
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● 接続要求ポリシーの作成

1 接続要求ポリシーの作成し

ます。
「NPS（ローカル）」 - 「ポリ

シー」 - 「接続要求ポリシー」

上で右クリックメニューの
「新規」をクリックします。

2 以下の情報を入力しポリ

シーを作成します。

 ・ポリシー名を入力します。

 ・「ネットワーク アクセス サー

バーの種類」に「DHCP サー

バー」を指定します。

3 ポリシー条件とポリシー設

定を設定します。
 ・「条件の指定」に「日付と時刻の

制限」を設定します。

 ・「認証」「アカウンティング」に 
リモート RADIUS サーバー グ
ループを指定します。
8 All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008
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2.6 NPS2 の構成

　NPS2 の構成について説明します。基本的な構成

は、NPS1、NPS1-2 と同じです。

このため、「2.4 NPS1-2 の構成」（→ 5 ページ）でエ

クスポートした NPS1 の構成情報を NPS2 にイン

ポートし、構成の一部を修正します。

1 NPS2 の「ネットワーク ポ
リシー サーバー」 - 「NPS

（ローカル）」上で右クリッ
クメニューの「構成のイン
ポート」をクリックして 
NPS1 からコピーした構成

情報をインポートします。

2 インポートに成功すると右

記のメッセージが表示され
ます。[OK] をクリックしま

す。

3 NPS 構成の修正を行いま

す。
NPS2 は DHCP2 からの接続要

求の認証しか行いません。不
要な設定である DHCP1 を
RADIUS クライアントから削

除します。
All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008 9
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2.7 DHCP2 の構成

　DHCP2 を構成します。基本的な構成は DHCP1 に
準じた構成を行います。DHCP サーバの設定は手動

で行いますが、接続要求の転送設定は DHCP1 の構

成情報をエクスポート / インポートし利用します。

● DHCP 1 での構成情報のエクスポート

1 DHCP1 の「ネットワーク 
ポリシー サーバー」を開

き、「NPS（ローカル）」上

で右クリックメニュー「構
成のエクスポート」をク
リックします。

2 「共有シークレットのエクス

ポート」が表示されたら
チェックボックスにチェッ
クを入れて「OK」をクリッ

クします。

● DHCP2 での構成情報のインポート

1 DHCP2 のネットワーク ポ
リシー サーバーを開き、

「NPS( ローカル )」上で右

クリックメニューの「構成
のインポート」をクリック
します。

2 インポートが完了すると

メッセージが表示されます。
10 All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008
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● DHCP2 での構成情報の修正

1 「NPS（ローカル）」-「リ

モート RADIUS サーバー 
グループ」をポイントして
右ペインの「NPS」を右ク

リックし、プロパティをポ
イントします。
[NPS のプロパティ ] が表示さ

れます。

2 以下の設定を変更します。

 ・RADIUS サーバーとして NPS2
（192.168.20.20）を追加します。

 ・192.168.10.5 と 192.168.10.15 
の優先順位を変更します。（1 →

5 へ）

ポイント

「2.5 DHCP1 の構成」の P11 のポイントで示した設定の例です。

・グループ内で優先順位を 1 に設定したサーバはプライマリサーバとなります。

・同じ優先順位の RADIUS サーバには、重みづけで送るメッセージの頻度を決め

ます。
All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008 11
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2.8 検証シナリオと結果

以下のシナリオに沿って複数サイトでの NAP 検疫検証を実施しました。

表 2. テストシナリオ

凡例：○：問題なし。　△：一部問題あり。

シナリオ 説明 結果

サイト越えの検疫 DHCP2 の接続要求の認証先から一時的に NPS1-2 
と NPS2 を削除して、認証を行うサーバを別サイ

トの NPS1 に設定して正しく検疫できるか？

○ 1

検疫サーバの障害時

の認証先自動切換え

DHCP2 の接続要求の認証先に優先順位を設定しま

す。優先順位が高い検疫サーバと通信ができない
場合に、優先順位が低い検疫サーバに認証先を自
動的に切り替えることができるか？

○

問題なく切り替えら
れます。

認証要求の負荷分散 DHCP1 に登録されている同じ優先順位の NPS1、
NPS1-2 の重みを変更することで負荷状態に変化が

現れるか？

○

重み変更で負荷分散
が正しく動作してい
ることを確認しまし
た。

NPS 間での構成情

報の同期

NPS が複数ある場合には、手動で構成情報を反映

しなくてはいけません。そのため、実際の運用で
は、非常に使い難いです。構成に変更があった際
に NPS 間で自動的に構成情報を同期させることが

できるか？

△ 2

クライアント検疫結

果の確認

複数サイトでのクライアントを管理している場合、
検疫結果を一括して確認できないか？

△ 3

注意点一覧

1 サイト 2 のクライアントがサイト 1（別サイト）にある修復サー

バ、Web サーバにアクセスするためは、DHCP2 のスコープオプ

ションで静的ルートオプションにサーバのアドレスとルータのアド
レスを設定します。
12 All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008
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2 NPS には構成を自動的に同期する機能はありません。しかし、リ

モート NPS の WinRM を有効にすることで netsh コマンドを使った

リモート管理が可能になります。リモート管理を行うコマンドを
バッチファイルに記述しておくことで、NPS 同士の構成を簡単に同

期させることが出来ます。リモート管理については 14 ページの

「NPS のリモート管理」を参照してください。

3 複数サイトでクライアントの検疫結果を一括して確認する方法は

Windows Server 2008 の標準機能では存在しません。クライアント

の検疫結果は、NPS のセキュリティイベントログ等に登録されるた

め、複数サーバのイベントログを一括管理できる必要があります。
以下の「2.10 クライアント検疫結果の保持」（→ 15 ページ）では、

複数の NPS から NAP 関連のイベントログを転送し、一括して管理

する方法を紹介しています。
All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008 13
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2.9 NPS のリモート管理

　Windows Server 2008 では、リモート管理が強化

されました。強化されたリモート管理として
WinRM があります。WinRM を活用することで遠隔

地よりバッチを実行することができ、NPS 構成の同

期が可能になります。以下ではリモート管理を行う
ための手順を紹介します。

リモート管理では管理される NPS 側で WinRM を

有効にします

● 管理される NPS1-2,NPS2 でリモート管理を有効にします。

1 管理者権限でコマンドプロンプトを起動します。

2 コマンドプロンプトで以下

のコマンドを入力します。
　WinRM quickconfig

3 「変更しますか [y/n]」と表

示されたら "y" を入力しま

す。

● 管理する NPS1 での設定

1 以下のコマンドを実行し、

構成情報をインポートしま
す。

winrs -r:nps1-2 netsh import 
filename  "c: nps_conf.xml"

ポイント

WinRM を有効にするとバッチファイルで NPS をリモート操作することが可能に

なります。複数の NPS を管理していて構成を同期させたいときなどはバッチ

ファイルに構成情報のエクスポート、インポートのコマンドを記述すれば本社の
NPS でバッチファイルを実行してリモートの NPS と本社の NPS を同期させるこ

とができます。

= ￥
14 All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008
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2.10 クライアント検疫結果の保持

　Windows Server 2008 にはイベントログの転送機

能があります。この機能を利用すると各サーバに記
録された NAP 検疫のイベントログを本社のサーバ

に転送することにより、複数台のコンピュータのイ
ベントログを 1 つのイベントビューアで確認するこ

とができ、簡易管理が可能になります。

イベント転送では、一般的にイベントログを収集す
るコンピュータをコレクタコンピュータ、一方イベ
ントログを転送するコンピュータはソースコン
ピュータと呼ばれます。

本検証のシナリオでは NPS1 をコレクタコンピュー

タ、NPS1-2、NPS2 をソースコンピュータとして構

成します。以下の手順では「2.9 NPS のリモート管

理」（→ 14 ページ）の設定を行い、すべて NPS1 か

らリモートで実施しています。

● ソースコンピュータの設定

1 管理者権限で NPS1 のコマンドプロンプトを起動します。

2 コマンドプロンプトに以下

のコマンドを入力し、
NPS1-2 のセキュリティロ

グのアクセス権にネット
ワークサービスを追加しま
す。
WinRS -r:NPS1-2 wevtutil sl 
security /ca:O:BAG:SYD:(A;;0xf
0005;;;SY)(A;;0x5;;;BA)(A;;0x1;;
;S-1-5-32-573)(A;;0x1;;;NS)

ポイント

上記オプションの /ca とは、Channel Access の略で、wevtutil コマンドでイベント

ログに対するアクセス権を設定するためのオプションパラメータになります。
All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008 15
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3 以下のコマンドを入力して

NPS1-2 のローカルアドミ

ニストレーターグループに
NPS1 のコンピュータアカ

ウントを追加します。

WinRS -r:NPS1-2 net localgroup 
administrators NPS1$ /add

ポイント

・$ は、net localgroup コマンドでコンピュータ名であることを示す場合に利用す

る文字です。

・本設定は、各ソースコンピュータのローカルから設定を行うこともできます。
その場合も WinRM を有効にする必要があります。（コレクタコンピュータが

ソースコンピュータにリモートアクセスしてイベントを収集するため。）

4 NPS2 を対象として、手順 2 ～ 3 を繰り返します。

● コレクタコンピュータの設定

1 「wecutil qc」 と入力します。

2 「続行しますか（Y- はい、

または N- いいえ）？」と

表示されたら "ｙ" を入力し

ます。

3 イベントビューアを開きコ

ンソールツリーの「サブス
クリプション」をポイント
して右クリックメニュー

「サブスクリプションの作
成」をクリックします。
16 All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008
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4 「サブスクリプション名」を

入力します。ログの保存先
を「宛先ログ」から選びま
す。「コンピュータの選択」
をクリックします。

5 「ドメイン コンピュータの

追加」をクリックしてソー
スコンピュータを追加しま
す。

6 「サブスクリプションのプロ

パティ」画面の「イベント
の選択」ボタン横の「▼」
をクリックします。

「既存のカスタム ビューからコ

ピー」をクリックします。

7 「カスタム ビューを開く」

画面が表示されます。「ネッ
トワーク ポリシーとアクセ

ス サービス」を選択して

「開く」をクリックします。
「クエリ フィルタ」画面が

表示されたら「OK」をク

リックします。
All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008 17
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8 設定が完了すると「イベン

トビューア」の「サブスク
リプション」に「NAP 検疫

ログ」が表示されます。「操
作」ペイン内の「ランタイ
ムの状態」をクリックしま
す。

9 追加したソースコンピュー

タの状態がアクティブに
なっていることを確認しま
す。

10「転送されたイベント」をポ

イントしてソースコン
ピュータのイベントが転送
されていることを確認しま
す。
18 All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMETED 2008
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2.11 考察

　今回、PRIMERGY を利用した Windows Server 2003R2 の ActiveDirectory サイトに

て、複数サイトでの効率的な NAP 運用管理に焦点を当て、評価を実施し、

①サイトを越えて複数の NPS を RADIUS サーバ グループとして構成することで、　

　冗長化構成が可能であること。

② NAP 環境での効率的な運用管理に Windows Server 2008 の標準機能が利用可能で

　あること。

を確認しました。

　NPS の構成情報の同期や、NPS の監視では、WinRM を活用する一工夫が必要で

すが、上記①、②の検証結果より、複数サイトでの NAP の効率的な運用管理を

Windows Server 2008 の標準機能で実現できることが分かりました。

　イベント転送を活用することで NPS の耐障害性と、NPS の一元管理、監視が可能

であり、管理工数の削減が期待できますが、WinRM を利用したイベントログ転送

での運用管理では、転送が一定間隔（時間 / イベントログの量）ではなく、かつ、

即時に行われないので、注意が必要です。例えば、NPS が障害でダウンした場合、

イベントログが即時転送されないため、直前のイベントログが集約できていませ
ん。これにより、監査要求に対応できない可能性があります。

　このような場合でも、富士通の運用管理ミドルウェア Systemwalker ファミリー

と、PRIMERGY 標準添付のサーバ監視ツール Server View を使うことで、確実にイ

ベントを収集できるだけでなく、ハードの予兆監視からソフト障害の兆候まで幅広
く監視を行うことができ、よりシビアな環境のシステム管理者の要求をクリアする
ことができます。

　また、スイッチが NAP 対応であることも重要なポイントです。富士通のスイッ

チ SR-S シリーズは、マイクロソフト社の NAP パートナー製品として、標準 NAP
運用での利用シナリオに加えて、富士通ミドルウェア（Systemwalker Desktop 
Inspection）による認証・検疫ソリューションをサポートしており、お客様要件に合

わせた幅広いソリューションを提供致します。

SR-S シリーズおよび NAP パートナーに関する詳細情報については、こちらから

マイクロソフト社 NAP パートナーについて

http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2008/nap-partners.mspx
SR-S シリーズについて

http://fenics.fujitsu.com/products/sr-s/

Systemwalker Desktop Inspection について

http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_inspection/
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