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VPNサービスの普及

オフィス業務の電子化に伴い，複数
のオフィス拠点に構築されたLAN
（Local Area Network）を相互接続し
て一体的な業務を行うことが近年一般
的になっています．接続に使われる通信
サービスとしては専用線より安価なVPN
（Virtual Private Network：仮想プラ
イベートネットワーク）サービスの利用
が進んでいます．最近は，専用線を上回
る利用が進み，企業ユーザの約５割が
VPNを利用するなど，企業ネットワーク
の中心的サービスとして普及が進んでい
ます（1）．

VPN認証の必要性

VPNサービスは，専用線と異なり複
数のユーザが利用する公衆ネットワーク
上に構築されるため，VPN接続時に
ユーザの正当性を判断するVPN認証シ
ステムが必要となります．
VPN認証システムが備える基本機能

としては，ユーザを正しく識別する「認
証（Authentication）」機能，ユーザ
の利用条件に基づきサービスの利用を許
可する「認可（Authorization）」機
能，ユーザの利用状況を記録する「アカ

ウンティング（Accounting）」機能が
あります．この３つを合わせてAAAと呼
びます．これらの機能を備えたVPN認証
システムを用いて，ユーザ認証・利用可
否や利用記録をユーザごとに管理するこ
とができるのです．

VPN認証に求められる機能

VPN認証システムが行う認証処理，
認可処理で通常用いる情報はユーザの
ID，パスワードですが，昨今はセキュリ
ティ意識の高まりから，接続しているア
クセス回線識別情報によって接続可否
を判断するなど，パスワード以外の複数
の判断要素を考慮する多要素認証を提
供することが求められています(2)．この
ようにサービスごとに多様化する認証認
可機能を柔軟に提供できる拡張性が
VPN認証システムに求められています．
また，VPNサービスの普及に伴い，停
止によるリスクが高い基幹系システム等，
高い可用性が求められるシステムに対し
てもVPNを適用する企業が増えていま
す．このため，激甚災害があってもVPN
認証を停止させない高可用性がVPN認
証システムに求められています．
これらVPN認証に対するサービス動向
を踏まえ，認証認可処理の拡張性，高

可用性を備えたVPN認証システム
「AAA」を開発しました．

システム構成

AAAの全体構成を図１に示します．
AAAは認証認可処理を行う「AAA認証
サーバ」，そしてログ収集・整形処理や
OpS（Operation System）とのSO
（Service Order：サービス申し込み情
報）連携処理，セッション情報管理を
行う「AAAログ・SOサーバ」，ユーザ情
報や認証・設備情報ならびに確立され
たセッション情報を管理する「AAAデー
タベース」の３つから構成されます．激
甚災害に備えて，AAAシステムはプライ
マリ拠点とセカンダリ拠点に二重化した
構成としています．AAA認証サーバは，
収容する網終端装置等の数により，複
数台設置されます．

認証・認可機能

AAAはVPN認証を行うため，ユーザ
端末間のVPN接続を制御する網終端装
置とRADIUS（Remote Authentication
Dial-In User Service：ユーザ認証セ
キュリティプロトコル）を利用して，認
証情報のやり取りを行っています．
VPN接続までの基本的な動作を以下
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スに必要とされる，複数の認証方法を用途に応じて柔軟に組み合わせることのでき

る拡張性，激甚災害が発生した場合でもサービスを停止させない高可用性を実現し
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に示します（図２）．
① ユーザネットワークのルータ，
HGW（Home Gate Way）は網終
端装置に対し，ユーザ名やパスワー
ド等を伝え，VPN接続要求を行い

ます．
② ユーザ端末を収容する網終端装
置はAAAに対して，ユーザ名やパス
ワードに加え網終端装置が把握する
ネットワーク情報（回線識別情報等）

を含む認証認可要求を行います．
③ AAAは，網終端装置からの認証
認可要求とデータベースの許可条件
を参照し，接続可否を判断し，網
終端装置に応答します．
④ 網終端装置は，AAAからの応答
に従い，ユーザ端末のVPN接続を
開始または拒否します．開始する場
合は，網終端装置はAAAに対して
アカウンティング開始要求を行いま
す．AAAはユーザの接続状態を表
すセッション情報（アクセス回線識
別情報や接続開始時間，払い出し
IPアドレス情報など）を記録します．
⑤ 網終端装置がユーザ端末を接続
し，VPN通信を開始します．
このようにAAAは，ユーザIDやパス

ワードと，回線識別情報に基づく安全
性の高いVPNユーザ認証・認可を実施
します．

VPNセッション管理機能

AAAは，認証を経てVPNに接続した
ユーザのセッション情報を保持していま
す．このセッション情報は二重ログイン
のチェックに用いるほか，ユーザから不
具合申告があった場合に，保守者が接
続状況を確認するために参照されます．
AAAのセッション情報は，ユーザの接
続状況の変化（接続・切断）に伴って
網終端装置から送出されるRADIUS信
号に基づいて更新されますが，パケット
ロスや網終端装置の故障により，
RADIUS信号がAAAに到達しなかった
場合，ユーザの実際の接続状態とAAA
のセッション情報に不整合が生じる可能
性があります．
そのようなセッション情報の不整合を

解消するため，AAAは各網終端装置か
らユーザの接続情報を収集し，セッショ
ン情報を自動的に補正する機能を備え
ています．具体的な動作を図３に示し
ます．
① AAAログ・SOサーバがAAAの
データベースからセッション情報の

 

  

図 1　VPN 認証システム「AAA」の全体構成 
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図２　VPN 接続までの基本的な認証動作 
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リストを取得します．
② AAAログ・SOサーバが網終端装
置からセッション情報のリストを取
得します．
③ ①，②で取得したセッション情報
リストを比較し，不整合があった場
合は，網終端装置のセッション情報
に合わせてAAAデータベースのセッ
ション情報を補正します．
このセッション情報の補正はAAAを

停止することなく実施可能で，セッショ
ン情報の信頼性を高めることができます．
また，これらのセッション情報をAAA
の外部装置に伝え，ASP（Application
Service Provider）・SaaS（Software
as a Service：サービス型ソフトウェア）
等の上位アプリケーションの認証に活用
することが可能です．

SO 機 能

SO機能は，OpSと連携してVPN認
証に必要なSO情報を更新します．
OpSから送信されたSO要求に従い，

AAAデータベース内のSO情報の登録，
更新，削除，参照を行います．また，
セッション管理機能と連携して，網終端
装置上のユーザのセッション情報を削除
します．
OpSとの連携は，汎用性と拡張性のた
めに，SOAP（Simple Object Access
Protocol：メッセージ交換プロトコル）
を用いてXML（eXtensible Markup
Language：拡張可能なマーク付け言
語）形式メッセージを送受信します．

利用履歴リポートの提供

AAAは，ユーザの認証認可の履歴を
利用履歴リポートとしてユーザごとに提
供する機能を備えています．
通常VPN認証サーバは，網終端装置

から送信されるRADIUS信号に含まれる
情報を認証認可ログに出力します．しか
し，多様な回線種別から接続可能な
VPNサービスでは，網終端装置の種別
も多様であり，種別によってRADIUS信

号に含まれるアトリビュートが異なるた
め，単一の設定では認証認可ログから利
用履歴リポートを生成できません．
そこでAAAでは，利用履歴リポートに
出力する項目（利用開始，利用終了な
どのイベント内容，イベント発生日時，
ユーザ名，回線番号など）を網終端装
置種別ごとに規定し，それに基づいて利
用履歴リポートを生成します．

認証・認可機能の拡張性

AAAの認証・認可機能は，サービス
ごとに多様化するこれらの判断要素を，
機能追加により柔軟に提供するため，処
理のステップごとに，拡張IF（Inter-
Face）を設けています（図４）．
拡張IFを介して，ユーザID，パスワー
ド，ネットワーク情報など，認証認可処
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図３　セッション情報補正の動作 
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図４　認証・認可処理の拡張性 
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理で用いる情報を取得・変更することが
可能となります．新たな認証認可処理
モジュールを追加する場合，拡張IFを利
用することで，必要な情報を取得し，処
理結果を基本処理部に返却し，認証認
可処理に反映できます．これらの機能追
加はAAAの基本処理を改変することな
く可能ですので，ユーザのニーズに応じ
た認証認可処理を容易に追加できます．
また，拡張IFはユーザ全体に対する処
理，正規ユーザに対する処理，認可に
対する処理の各個所に設けています．こ
れにより，例えばユーザのセッション数
に応じた認証認可処理など正規ユーザに
限定した処理は，ユーザ認証が終わった
後に処理を追加し，対象となるユーザを
絞り込み，無駄な処理を省くなど，処
理内容に応じて，適切な拡張IFを選択
し，機能追加方法を工夫することで，高
速な処理を保つことが可能です．

可用性と高速性の両立

AAAでは，激甚災害の発生を想定し，
システムをプライマリとセカンダリの２
拠点に設置する冗長構成をとっています
（図５）．２拠点のシステムはActive-
Active構成（稼働系‐稼働系の組合
せ）で動作しているため，プライマリ拠

点のシステムが停止しても，網終端装置
のRADIUSサーバ切替機能により，自
動的にセカンダリ拠点で認証認可処理
を継続可能です．
セカンダリ拠点に処理が切り替わった
場合でも，ユーザの二重ログインチェッ
クなどを，整合性を保って継続するため
に，拠点間のデータベースをリアルタイ
ムに同期する必要があります．そのため，
データベースの更新はプライマリ・セカ
ンダリ両拠点に対して行います．両拠点
のデータベースの内容は常に同期される
ため，認証応答性能向上の観点から，
データベースの参照は認証要求を受信し
た拠点に対してのみ行い，更新について
も，拠点内のデータベースの更新に成功
した時点で網終端装置に対して認証応
答を返します．これにより高速な認証処
理速度を保ちつつ，認証認可に必要な
データを遠隔地間で二重化しています．
なお，各拠点のデータベースサーバは，
２ノードのクラスタ構成としており，可
用性をさらに向上させています．

今後の取り組み

現在，AAAはフレッツ・VPNワイド
サービスで活用されています（NTT東日
本：2010年８月開始，NTT西日本：

2009年11月開始）．
今後は，これまでの研究開発で培った
認証基盤技術を活用し，VPN上で提供
されるASP・クラウドサービスなど各種
ネットワークサービスを，安心，安全，
便利に利用していただく技術の検討を
行っていきたいと考えています．
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これまでの研究開発で培った技術を活用
し，ASP・クラウドサービスなど各種ネッ
トワークサービスの利便性の向上に貢献し
ていきたいと考えています．
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図５　AAA システムの冗長構成 
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