「セキュアSD-LAN」が具現化する⼿段とは

「セキュリティだけ」
「ネットワークだけ」
考えればよい時代は終わった
脅威の巧妙化やIT環境の変化によって、ネットワークとセキュリティを一体的に考える必要性
が高まっている。それはなぜなのか。

ネットワークに
セキュリティを組み込む
巧妙化する脅威と、変化するIT環境に
対処するために重要になるのは、防御

LANにもセキュリティ対策を適⽤する

継ぎはぎを繰り返して拡張されてき

必要がある。セキュリティとネットワー

た。しかも導⼊時期や担当したシステ

クを切り離して考えることはできなく

ムインテグレーターによってベンダー

なっている」と、フォーティネットジャ

や製品の選定は異なるため、⾃然とマ

パン（以下、フォーティネット）の⼭

ルチベンダー環境が出来上がる。

だけでなく、可視化や制御といった側

⽥ ⿇紀⼦⽒（マーケティング本部プロ

⾯も含めたセキュリティを、初めから

ダクトマーケティング）は指摘する。

システムやネットワークに組み込んで

サーバとネットワークは情報システム
部⾨、セキュリティは総務部⾨が担当

ネットワークとセキュリティを⼀体化

するといった具合に、ネットワークを

しようとしても、実現はなかなか難し

はじめとするITインフラの各要素が、

そもそもネットワークは、互いに「つ

い。
「拠点や会議室が増えたら拡張す

別々の組織で運⽤されていることは珍

ながる」ことを前提に発展してきた。

る」といった具合に、これまでの企業

しくない。このため運⽤管理が⾮効率

だが「ただつなぐだけではなく、社内

のネットワークはつなぐことを⽬的に、

だったり、台帳にまとめられた机上の

いくことだ。

ログ＆レポート

グループ
ネットワーク

インターネット

外部ファイアウォール
内部分割ファイアウォール
スイッチコントローラー
無線 LAN コントローラー

FortiGate 1000D
FortiAnalyzer
1000E

セキュアコアスイッチ
FortiSwitch 1024D

セキュアアクセススイッチ
セキュア
アクセスポイント

FortiSwitch 124D-POE
FortiSwitch 224E-POE

FortiAP 321C

エンドポイント
セキュリティ
FortiClient

図1 セキュアSD-LANの具現化例
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情報と実際の環境に⾷い違いが⽣じた

・LANスイッチ「FortiSwitch」

りすることになる。

・無線LANアクセスポイント「FortiAP」

深刻化するサイバー脅威に対し、こう

・エンドポイント保護製品「FortiClient」

した「縦割り型」の運⽤のままでは速
やかな対応が難しい。そこで、これま

・統合管理・可視化製品「FortiAnalyzer」

ネットワーク全体を可視化し、
リスクを把握できる
「セキュアSD-LAN」
フォーティネットは、インターネット
とのゲートウェイからアクセスネット

で別々に組織されてきたネットワーク

で構成される。中核製品が、専⽤OS

ワークまでを単⼀の「ファブリック」
、

オペレーションセンター（NOC）と

「FortiOS」 を 搭 載 し たFortiGateだ。

つまり1つの「⾯」として捉え、運⽤

セキュリティオペレーションセンター

FortiOSは、ウイルス対策や次世代ファ

できる環境を整えようとしている。こ

（SOC）を融合させ、⼀体となって安

イアウォール（NGFW）といった多彩

の結果、どこに何がつながっているか

定運⽤に取り組む動きが広がってきて

なセキュリティ機能だけでなく、LAN

を把握してネットワークを可視化でき

いる。フォーティネットはセキュリティ

スイッチコントローラーや無線LANコ

るようになり、運⽤が楽になるだけで

内蔵型の社内LANである「セキュア

ントローラー、プロキシといった多様

なく、⼤きなメリットが得られる。そ

SD-LAN」を提供することで、この動

なネットワーク機能も備える。

れが同社の得意とするセキュリティの

きを⽀援する（図1）
。

FortiGateは、LANス イ ッ チ や 無 線
LANアクセスポイントの各ポートにつ

セキュリティだけじゃない、
包括的なネットワーク機能
を提供するFortiGate
セキュアSD-LANを具現化するフォー
ティネットの主要製品群は、
・統合脅威管理（UTM）製品「FortiGate」

強化であり、
「セキュアSD-LAN」とい
う⾔葉のゆえんだ。

いて、稼働状況やトラフィックを可視

セキュリティ対策の第⼀歩は、どこに

化する（図2）
。各ポートに接続してい

どのようなデバイスが存在し、どのよ

るデバイスの情報も確認可能だ。さら

うな脆弱性やリスクがあるかを把握す

にFortiClientを導⼊すれば、各デバイ

ること。そして各デバイスやリソース

スで動作するソフトウェアやその脆弱

へのアクセスを適切に制御することだ。

（ぜいじゃく）性といった、より深い情

セキュアSD-LANは、まさにそうした

報まで把握できる。

部分をカバーする。例えば導⼊したは

スイッチや無線LANアクセスポイントの
接続状態を可視化
Makiko

脆弱性も可視化

デバイスの状態も可視化
図2 FortiGateの可視化機能
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いいけれど、その後さまざまな事情で

に感染しても、いち早く検知し、ネッ

放置することになったセキュリティ機

トワークから隔離して被害の拡⼤を防

器やサーバがないかどうか、各機器で

⽌する。セグメント単位で部署ごと、

のOSのバージョンが古くないかどう

チームごとに隔離するだけでなく、
「例

か、弱いパスワードが設定されていな

えば経営層だけのセグメントを設定す

いかどうかをチェック可能にする。

ることも可能」だと⼭⽥⽒は説明する。

FortiAnalyzerを組み合わせれば、各

こうした仕組みを⽀えるのが、フォー

ネットワークセグメント間の通信ログ

ティネットが⽇々蓄積している「脅威

を詳細に把握できる。この結果「アク

インテリジェンス」
（脅威情報）だ。全

セス制限によって、本来ならばあり得

世界で稼働しているフォーティネット

ないネットワークセグメントからサー

製品が脅威のセンサーとなり、検出し

バへのアクセスが発⽣しないよう制御

た脅威情報をラボで解析してシグネ

フォーティネットジャパン
山田 麻紀子氏
（マーケティング本部
プロダクトマーケティング
マネージャー）

く、サンドボックスとの連携や、より

より幅広く、より緊密に
統合され、⾃動化された
セキュアSD-LANを

迅速に脅威からの保護を実現する脅威

フォーティネットは、FortiGateを中核

情報の提供など多様なサービスの提供

としたセキュリティファブリックの対

も始めている。

象範囲をさらに拡⼤させる⽅向だ。従

サーバに不審なアクセスはないか」と

セキュアSD-LANは、FortiGateを

来の境界セキュリティを超えたセキュ

尋ねられた担当者は少なくないだろう。

ネットワークセグメントごとに導⼊す

アSD-LANのコンセプトをIT環境の変

FortiAnalyzerを活⽤すればそんなと

る形でも、あるいはFortiGateの配下

化に応じて提供すべく、FortiGateの

きに「恐らく⼤丈夫なはず」といった

にFortiSwitchやFortiAPを導⼊して、

物理アプライアンスだけでなく、仮想

あいまいな⾔葉ではなく、きちんと根

連携させる形でも実現できる。既に国

マシン、あるいはパブリッククラウド

拠に基づいて説明できる。

内でも、システム更改を機に、運⽤が

など、幅広いポートフォリオをそろえ

煩雑だったマルチベンダー構成から

てきた。スマートデバイスやIoTなど

FortiGate、FortiSwitch、FortiAPの

新たな領域も視野に⼊れている。

するだけでなく、ログを確認し、実際
に不正なアクセスがないことを⽰すこ
とができる」
（⼭⽥⽒）
。ランサムウェ
アが猛威を振るった際、あるいは⼤規
模な情報漏えい事件が報じられた際、
経営層から「うちは⼤丈夫か」
「重要な

セグメンテーションによる
検知・隔離で侵⼊を
前提とした対策を実現
セキュアSD-LANがもたらすセキュリ
ティのもう1つのメリットは、不正侵⼊
を前提とした被害の最⼩化だ。

チャを作成、配信する。フォーティネッ
トは従来型のシグネチャ提供だけでな

組み合わせに移⾏し、デバイスも含め

FortiOSの最新版「FortiOS 6.0」では、

たネットワークの可視化に取り組み始

ネットワークの可視化に加え、脅威イ

めた企業もあるという。

ンテリジェンス情報をFortiGateのセ

フォーティネットは、ネットワーク／

キュリティポリシーに反映し、感染デ

セキュリティ製品のマルチベンダー環

バイスの特定から隔離までをスムーズ

境でも、同社製品のOS「FortiOS」に

に実現する機能を強化し、⾃動化を推

以 前からフォーティネットは、ネッ

よる可視化やコントロール、セグメン

進。
「より運⽤しやすくする⽅向に強化

トワークセグメントごとにファイア

テーションを実現するコンセプト「セ

している」と⼭⽥⽒は述べる。

ウォールを設置する
「内部セグメンテー

キュリティファブリック」を推進して

ションファイアウォール（ISFW）
」を

フォーティネットはこれからも、ネッ

いる。このコンセプトを具現化すべく、

提案してきた。脅威がたとえ社内LAN

トワークとセキュリティを⼀体化した

FortiOSとの連携が可能なネットワー

に⼊り込んでも、特定のネットワーク

形で提供する取り組みを続けていく。

ク／セキュリティ製品のベンダーを

セグメントに封じ込めて全体への拡散

「Fabric-Readyパートナー」として認

を防⽌し、被害を最⼩化するアプロー
チだ。
セキュアSD-LANもその考え⽅を踏襲
している。万⼀デバイスがマルウェア
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定している。

※この冊子は、TechTargetジャパン（http://techtarget.itmedia.co.jp/）
、キーマンズネット（http://www.keyman.or.jp/）に2018年4月に掲載されたコンテンツを
再構成したものです。
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