SOLUTION BRIEF

FortiGate NGFW を活用したプロアクティブで革新的な
データセンターセキュリティでビジネスの継続性を実現
概要
今日のビジネスでは、データセンターの圧倒的な可用性と耐障害性が求められます。しかし、

FortiGate NGFW

攻撃対象領域は急速に拡大しており、脅威が巧妙化し進化しているため、それは決して容易な

n

ことではありません。FortiGate 次世代ファイアウォール（NGFW）を利用すれば、暗号化 / 非
暗号化両方のトラフィックをすべて検査すると共に、99.999% の高可用性と優れた MTBF（平
均故障間隔）を実現することができます。FortiGate NGFW は、単機能セキュリティ製品の点

のセキュリティ効果
n

価格性能比

を使用してあらゆるセグメンテーションに対応することで L7 の高度なセキュリティを提供する

データセンターの進化に合わせたセキュリティ強化が必要

暗号化トラフィックのインスペク
ションと脅威保護に関する最適な

在が原因で複雑化しているセキュリティプロセスを簡素化します。また、動的なオブジェクト
と同時に、一元的な可視化と集中制御を実現します。

第三者機関に認められた最高レベル

n

最小限の TCO で最大限のビジネス
価値を実現

n

オープン API によるサードパーティ

デジタルトランスフォーメーション（DX）は、データセンターを防御型のオンプレミスインフ

製オーケストレーション / オート

ラストラクチャから、仮想、オンプレミス、クラウドの各要素を組み合わせた分散型のハイブリッ

メーションシステムとの統合

ド IT 環境へと進化させました。それらの新しい分散型データセンターでは優れたアジリティと
新しい機能が提供され、ビジネスユーザーとパブリックユーザーが同様にアプリケーションを
利用します（たとえば、医療分野では、スタッフと患者の両方がサービスにアクセスする必要
があります）。

n

99.999% の高信頼性とキャリア
グレードの OS
（全モデル共通）

しかし、機能の拡張に伴ってサイバー攻撃のリスクも増加します。クラウド対応の分散型データセンターを古いセキュリティツール（元来はオン
プレミス環境専用に設計されているもの）と組み合わせると、ネットワークの攻撃対象領域が拡大し、アプリケーションや基幹インフラストラク
チャが機能停止状態になる可能性が高くなります。その結果、ビジネスへの甚大な損害が発生することが考えられます。IDC によると、平均的なイン
フラストラクチャ障害の場合、時間あたりの損害額は 10 万ドル、基幹アプリケーションの障害では 50 〜 100 万ドルに上るとされています 1。
セキュリティ侵害が増加していることから、1 社あたりのサイバー犯罪の損害額は 2018 年には 1,300 万ドル（2017 年から 12% 増）に達しています 2。

統合セキュリティエコシステムの導入
継続的に確実な事業運用を実行するため、ネットワークエンジニアリングとネットワークオペレーションのリーダーは、まず第一に基幹ビジネス
アプリケーションとサービスをその実行場所に関係なく保護することによって、リスクを効果的に管理する必要があります。分散型のハイブリッ
ド IT インフラストラクチャにおいて、望ましくないネットワークセキュリティの条件に耐える、拡張性と耐障害性を備えたネットワークセキュリ
ティアーキテクチャを構築しなければなりません。
さらには、設備投資（CapEx）と運用コスト（OpEx）の両方を減らすために業務を合理化するアーキテクチャ戦略を選択し、攻撃対象領域とし
て拡散している単機能セキュリティ製品への依存状態から脱却する必要があります。実際に、全体の 4 分の 3 以上となる 77% の組織が、非統合
型の単機能セキュリティソリューションにある程度依存する状況にあります。そのような状況では、サイバー攻撃に対してネットワークが脆弱な
状態が続くだけでなく、コストと複雑性も増加します 3。この対応策となるセキュリティの統合では、業務の簡素化とワークフローのオートメー
ションが実現します。これにより、より重要なビジネスにセキュリティの技術リソースを注力させて、成果の達成とオペレーションの最適化が可
能になります。

効果的なデータセンターセグメンテーションの実現
リスクを管理するには、攻撃対象領域を減らす必要があります。これは、ネットワークセグメンテーションによってある程度実現することができ
ます。ネットワークセグメンテーションは、ワークロードを個別に分割しながら、ネットワークへの不正侵入のラテラルムーブメント（水平移動）
を抑制します。分散型データセンターのセグメンテーションでは、多様なユースケースに対応する十分な柔軟性が要求されます。そのようなソ
リューションは、ビジネスの継続性を維持するためのハイブリッド IT アーキテクチャ全体にわたる拡張性、耐障害性、可用性を備えている必要が
あります。
しかしながら、セグメンテーション自体にはコンテンツを検査して脅威を見つけ出すためのメカニズムはありません。したがって、脅威インテリ
ジェンスの共有と脅威保護の自動化を実現するために、さまざまなセグメンテーション方式を採用することができ、サードパーティのセキュリティ
ソリューションとの連携が可能な NGFW ソリューションが必要になります。
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拡大するリスクに対するプロアクティブなセキュリティ機能
FortiGate NGFW は、フォーティネット セキュリティ ファブリックの
構成要素であり、進化するデータセンターにおける前述のセキュリティ
要件に対応します。特に、FortiGate NGFW には FortiGuard Labs によ
る統合脅威インテリジェンスが提供されており、既知の攻撃だけでな
く、人工知能（AI）を活用する FortiSandbox によって未知の攻撃も検
知することができます。この総合的な脅威インテリジェンスは、セキュ
リティインフラストラクチャのすべての部分でリアルタイムに共有さ
れるので、リスク状況の改善に役立ちます。
FortiGate NGFW のコア機能は、ネットワークエンジニアリングとネッ
トワークオペレーションのリーダー向けに、様々な理由で理想的とな
る以下の選択肢を提供します。
リスク管理
FortiGate NGFW は、複数ベンダーのインフラストラクチャにおいて、
サードパーティのテクノロジーやプラットフォームと緊密に統合され
るように設計されています。ファブリックコネクタ、およびファブリッ
ク・レディ パートナーが提供する互換性により、双方向通信および脅
威インテリジェンスの共有を可能にします。FortiGate NGFW は、あら
ゆるセグメンテーション戦略に適応し（動的オブジェクトを使用して
ネットワークの変化に対応）、信頼性に優れた L7 の高度なセキュリティ
を提供します。実際に、FortiGate NGFW は第三者機関によるテストで
業界トップクラスのセキュリティ効果を提供することが実証されてい
ます 4。
FortiGate NGFW は、NSS Labs が毎年実施している NGFW 業界テス
トにおいて、5 年連続で「推奨」評価を獲得しています 5。
耐障害性および拡張性
データセンターでは、最大限の可用性と耐障害性が要求されます。
FortiGate NGFW は、キャリアグレードのハードウェアとソフトウェア
を備えているだけでなく、N+1 の冗長クラスタリング（コンポーネン
ト障害の発生に備えたシステムバックアップ用）を適用することによっ
て、99.999% の可用性と優れた MTBF を実現します。
また、ネットワークセキュリティにおいては、暗号化 / 非暗号化両方
のトラフィックすべてを保護する拡張性も重要です。今日では、ネッ
トワークトラフィックの 72% は SSL（Secure Sockets Layer）/ TLS
（Transport Layer Security）によって暗号化されているため、暗号化
トラフィックのインスペクション機能が必要とされています 6。SSL /
TLS 暗号を使用してネットワークへの侵入とデータ流出を実行するサ
イバー攻撃が 50% 以上にのぼることから、SSL / TLS インスペクション
は不可欠な機能となっています 7。しかしながら、多くの NGFW では
SSL / TLS インスペクションを有効にするとパフォーマンスが著しく低
下し、CapEx と OpEx の大幅な増加を招きます。
FortiGate NGFW は、非暗号化 / 暗号化（TLS バージョン 1.3 を含む）
両方のワークフローに対する高性能のインスペクションを実行します。
特に、SSL インスペクションの価格性能比は業界トップクラスで、SSL
/ TLS インスペクションが有効な場合でも、
保護された Mbps（メガビッ
ト / 秒）あたりの TCO（総所有コスト）は最高レベルを達成しています 8。

オートメーションおよびオーケストレーション
FortiGate NGFW は、フォーティネット セキュリティ ファブリック
アーキテクチャの根幹として、単機能製品の統合を通じてビジネス価
値を最大化します。既存のセキュリティソリューションはオープン
API によって FortiGate NGFW と統合され、ワークフローのオートメー
ション、オーケストレーション、およびパッチが適用されていないア
プリケーションや絶えず変化する DevOps 環境を保護するセキュリ
ティの同期を可能にします。この包括的な統合は、一元的な監視と管
理による脅威検知を可能にする、最新および過去のログに対する IOC
（Indicators of Compromise：侵害指標）の可視化によって、さらに機
能強化されます。
また FortiGate NGFW は、コンプライアンスレポート、監査、オー
ケストレーションの自動化が可能で、NIST（米国国立標準技術研究
所）や CIS（Center for Internet Security）などのセキュリティ標準へ
のコンプライアンスを実現します。さらに、厳格化の進む新たな法律
や業界の規制に対して、ネットワークエンジニアリングおよびネット
ワークオペレーションの部門が対応できるようにします。また、360
Protection および Enterprise Protection の両バンドルに含まれている
フォーティネットのセキュリティレーティングサービス 9 を利用する
ことで、ネットワークエンジニアリングおよびネットワークオペレー
ションのリーダーは、セキュリティ態勢をプロアクティブに管理して
経時的に改善すると同時に、問題の発生前にリスクを検知できるよう
になります。

拡大する攻撃対象領域を保護する
ハイブリッド IT 環境においてデータセンターの分散化が進むに伴い、
ネットワークエンジニアリングおよびネットワークオペレーションの
リーダーに対して、ビジネスの継続に不可欠な可用性の確保が要求さ
れています。まず、脅威インテリジェンスの共有、高度なセグメンテー
ション、アクセス制御などを実現する、統合型のセキュリティアーキ
テクチャを採用する必要があります。次に、トラフィックの需要増加
に対応する拡張性と共に、リスクを管理可能な耐障害性を備えたセキュ
リティが不可欠です。そして最後に、コストを削減するセキュリティ
ワークフローのオートメーションとオーケストレーションの展開が求
められます。
FortiGate NGFW は、これら 3 つの要件をすべて満たし、あらゆるセ
キュリティアプローチの基盤、つまりデータセンターにおける形態と
性質の変化に対応可能な統合セキュリティソリューションを提供しま
す。その結果、セキュリティ運用の簡素化と TCO の削減を両立させる
と共に、業界トップレベルの確実な保護を実現します。
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