
　  www.fortinet.co.jp　

校務系 学習系

1. 学校が保有する機微情報に対するセキュリティ強化
•	児童生徒によるアクセスリスクからの回避
•	インターネットリスクからの分断

2. 学校単位で機微情報を管理するリスクの低減
•	機微情報を保管する校務系サーバの教育委員会による一元管理
•	学校のインターネット接続環境のセンター集約

教育委員会向け 教育情報セキュリティソリューション

「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」

  フォーティネットの教育情報セキュリティソリューション  

　教育情報システム全体の強靭性向上　

SOLUTION BRIEF

現 状 ネットワーク分離（例）

①アクセス／インターネットからの
リスク低減 二要素認証

標的型攻撃対策

セキュア無線LAN

ネットワーク分離

②サーバの一元管理、
インターネット接続環境の集約
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	⿎ 課題
•	「校務系システム」に対するインターネットからの攻撃リスク
•	「学習系システム」からの不正アクセス

	⿎ 解決策
•	「校務系システム」と「校務外部接続系システム」との分離
•	仮想的な次世代ファイアウォール機能（VDOM）によるネットワーク分離
•	セグメントに応じた通信制御を実現
•	二要素認証による教職員に対する認証強化

	⿎フォーティネットの優位性
•	学校〜教育センター間の高速通信を妨げないパフォーマンス
•	物理的なセグメント分割もしくは論理的なセグメント分割を選択可能
•	FortiGateがワンタイムパスワードを生成
•	ハードウェアの専用トークンもしくはスマートフォン上のモバイルトークンを選択可能

ネットワーク分離／二要素認証
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	⿎ 課題
•	「学習系」システムに対する不正アクセス
•	感染端末による無線LAN接続

	⿎ 解決策
•	多様な認証／暗号化
•	FortiGateによる無線区間の通信制御
•	コントローラによる無線アクセスポイント
の集中管理

	⿎フォーティネットの優位性
•	FortiGateが無線LANコントローラ機能を搭載
•	無線APへ IPSやアンチウィルスなどのセキュリティ機能を適用

セキュア無線LAN

 標的型攻撃対策

	⿎ 課題
•	電子メールによる標的型攻撃
•	外部公開Webサーバに対する攻撃

	⿎ 解決策
•	インターネットメールの添付ファイル削除
•	HTMLメールのテキスト化
•	メール転送に必要な特定サーバ間以外の通信の遮断

	⿎フォーティネットの優位性
•	システム自動連携による管理者の負担の少ない運用
•	FortiSandboxによるゼロデイマルウェアの検出
•	一台のFortiSandboxでメールセキュリティ、Webセキュリティに対応
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標的型攻撃対策
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ログ監視
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  ソリューションコンポーネント  

メールセキュリティアプライアンス サンドボックスアプライアンス

無線LANアクセスポイント LANスイッチ

Webアプリケーションファイアウォール

パスワードトークン エンドポイントセキュリティ

DDoS攻撃ミティゲーションアプライアンス

•	アンチウィルス
•	アンチスパム
•	メールフィルタリング
•	メール隔離
•	メール暗号化

•	Webメール
•	メールサーバ
•	アーカイブ
•	添付ファイル削除
•	HTMLタグ無効化

•	仮想環境でのオブジェクト実行
•	ゼロデイマルウェア検知
•	ボットネット通信検知
•	ローカルシグネチャ配信

•	802.11	a/b/g/n/ac対応
•	2.4GHz／5GHz同時利用

•	L2/L3スイッチ
•	POE給電対応

•	Webセキュリティ（ブラックリスト、	 	 	
ホワイトリスト、IPレピュテーション）
•	アプリケーション攻撃からの保護	 	
（SQLインジェクション、XSS、CSRF）
•	セキュリティサービス
•	アプリケーションデリバリ	 	 	
（L7サーバロードバランシング）

•	FortiGateがパスワード生成
•	専用ハードウェア／モバイルトークン

•	アンチウィルスソフト
•	サンドボックスと連携した未知のマルウェア検出
•	FortiGateからのネットワーク隔離

•	有害なトラフィックのみを特定して	 	 	
ブロック
•	ネットワークのきめ細かい可視化と		 	
制御が可能

•	自動的に攻撃を検知し有害な	 	 	
トラフィックによる影響を緩和

 FortiMail  FortiSandbox

 FortiAP  FortiSwitch

 FortiWeb
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ログ管理アプライアンス
 FortiAnalyzer

•	ログの長期保存 •	レポート作成　

セキュリティアプライアンス
 FortiGate

•	ファイアウォール
•	VPN
•	IPS（不正侵入検知）	
•	アプリケーション制御

•	Webフィルタリング
•	アンチマルウェア
•	アンチウィルス
•	DLP（情報漏洩防止）

•	Webプロキシ
•	無線LANコントローラ

•	SFP対応


