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高度な脅威からサービスを保護するとともに、 
コストと効率の最適化を実現

WHITE PAPER



2

概要
金融機関および金融サービス提供会社（以降金融機関）は、ほぼ恒常的に攻撃や不正侵入の標
的となっています。これらの機関のサイバーセキュリティチームでは、高い競争力を維持する
ためにコストの削減や運用の効率化、そしてコンプライアンスレポートの作成が求められてお
り、その実現には可視化が不可欠です。フォーティネットの金融サービス向けサイバーセキュ
リティソリューションは、包括的な保護機能を提供してさまざまなユースケースに対応しま
す。FortiGate次世代ファイアウォールのパフォーマンスは、電子取引インフラストラクチャ
の特殊なニーズにも対応が可能です。フォーティネット セキュリティ ファブリックは、組織全
体を網羅する多層型防御の状況を一元的に可視化し、ポリシーを一元制御する機能を提供しま
す。フォーティネットはさらに、スケーラブルかつ高性能のセキュアネットワーキングソリュー
ションを提供し、支社のネットワーク接続環境も支援します。

あるレポートでは、金融サービスはサイバー攻撃者にとって価値の高い標的であり、世界中で
最も多くの攻撃を受けている分野だとされています 1。継続的な侵入の試行やその他の攻撃の標
的になる金融機関の多くが、リアクティブ型からプロアクティブ型のサイバーセキュリティへ
の移行の困難さという問題に直面しています。この目標達成は、攻撃対象領域の継続的な拡大

「オンラインバンキングサービスを専
門に狙うサイバー攻撃への対策コスト
として、金融機関は平均 180万ドルを
支出しています 5」

によって複雑化が進んでいますが 2、その要因としてデジタルイノベーションのイニシアチブから生まれた新しいテクノロジーの採用が挙げられ
ます 3。このような複雑さに加えて、次々と制定される金融データや個人データの使用に関連する法規制へのコンプライアンスも義務付けられて
います 4。

ビジネスとコンプライアンスの両方の理由から、機密性が極めて高いデータの保護に最優先で取り組む必要がある一方で、オンラインバンキング
やモバイルバンキング、そして高頻度取引に至るまで、個人や企業を対象とするあらゆる商品にリアルタイムアクセスが要求されるようになって
いることから、セキュリティによってネットワークパフォーマンスが損なわれることも許されません。また、競争が激しい業界で高い競争力を維
持するには、コスト管理を徹底し、運用効率を最適化する必要もあります。

金融サービスのサイバーセキュリティの主な課題

コスト削減

金融機関は、IT環境のコストの抑制と削減というプレッシャーに常にさらされています。サイバーセキュリティ予算は、財政的リソースと人的リソー
スに対して戦略的に配分する必要がありますが、コストも作業時間も無限ではないことから、リスクへの耐性とセキュリティ態勢のトレードオフ
を考慮し、適切なバランスを判断しなければなりません。これらの課題に加え、サイバーセキュリティの人員不足も深刻な問題であり 6、特定の
能力を持つ人材を見つけるのは難しく、見つかった場合も多額の費用が必要です。

可視化

攻撃対象範囲の継続的な拡大が、保護をますます困難にしています。IoT（Internet of Things）デバイスの急増、ビジネスサービスにおけるマルチ
クラウドの採用、顧客や従業員によるモバイルデバイスの利用によって、攻撃対象領域が急速に拡大しています。その結果、金融機関は単機能の
セキュリティ製品を次々と追加導入し、拡大する攻撃対象領域によって生じたギャップを解消しようとしています。結果として生じるセキュリティ
のサイロ化によって可視性が損なわれ、運用効率が低下すると同時にリスクが増大します。

運用の効率化

セキュリティ要素の統合が不十分で、アーキテクチャが断片化している状態では、運用の効率性が大きく損なわれます。統合されていない環境で
は多くのセキュリティワークフローを手作業で管理する必要があるため、対応が遅れミスが発生する可能性も高まります。アーキテクチャのサイ
ロは、脅威の検知、保護、レスポンスを遅らせるだけでなく、対応業務の重複を作り出し、運用コストを増加させ、結果としてセキュリティホー
ルが生じる可能性もあります。
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柔軟性

金融機関におけるクラウドアプリケーションやインフラストラクチャの採用増加に伴い、セキュ
リティアーキテクチャにはスピード、セキュリティ、コンプライアンス、さらにはパブリック / 

プライベート / ハイブリッドのクラウドベースのサービスと同時に従来型のオンプレミスサービ
スの保護も可能にする、高い俊敏性が求められるようになりました。

コンプライアンスレポート

金融サービスは世界で最も規制の厳しい分野の 1つであり、キャンパスからデータセンター、
エッジ、クラウドまでのネットワークのあらゆる場所に個人や企業の金融データが存在します。
この分野の組織は、戦略的イニシアチブに携わる人材に手作業で監査レポートを準備させるこ
となく、複数の法規制や標準へのコンプライアンスを実証できるようにしておく必要があり 

ます。

「金融機関が 2018年に FCA（金融行
為監督機構）に報告したサイバーイン
シデントは 819件に上り、2017年の 

69件から 1,000%以上も増加していま
す 7」

ユースケース

電子取引インフラストラクチャのサイバーセキュリティ

電子取引は金融サービスの専門分野の 1つであり、そのインフラストラクチャは極めて高いパフォーマンスが保証されるものでなければなりま
せん。具体的には、電子取引プラットフォームおよび他の金融機関、顧客にリアルタイムの情報を提供するシステム等との間のトラフィックを保
護するファイアウォールなどが挙げられます。取引開始後の最初の数秒間に不正確な情報が金融機関側に送信されたり、情報に遅延が発生したり
すると、顧客満足度が低下します。多くの場合、これらの問題を追跡するとデータの小さいパケットがファイアウォールを順不同で通過する、「ジッ
ター」と呼ばれる現象にたどり着きます。

世界最大手の 2つの銀行で実施したテストでは 8、FortiGate次世代ファイアウォールで発生する遅延は業界で最も低く、ジッターもほぼゼロであ
ることが確認されました。それと同時に、電子取引インフラストラクチャと企業システムの間を移動するトラフィックに対して、高度な拡張性を
備えた保護を提供します。内蔵の侵入防止システム（IPS）、ゼロトラストアクセスによるインテント ベースド セグメンテーション、モバイルセキュ
リティの機能を備えているため、個別の単機能製品を購入する必要がなくなります。一元的な可視化によって運用効率が向上するとともに、API（ア
プリケーションプログラミングインタフェース）が実現する自動化を通じて、電子取引に固有のニーズに応えるポリシーとワークフローのカスタ
マイズが容易になります。

これらのサイバーセキュリティ機能は、次のようなビジネス要件の達成を支援します。

	n パフォーマンス指標で妥協することなく、パートナー間のトラフィックインスペクションに関する政府の法規制を遵守

	n 顧客やビジネスの重要なデータをセグメント化し、セキュリティ効果を向上

	n 可視性を高め、自動化の推進および管理の簡素化を実現

IaC（Infrastructure-as-Code）のサイバーセキュリティ

IaC（Infrastructure-as-Code）モデルを採用し、自動化プラットフォームを活用してインフラストラクチャの導入を進める企業は、無駄のない自動
プロビジョニングモデルの確立による大きなメリットを享受できます。DevOpsサイクルのサポートで採用されることが多い IaCは、組織のイン
フラストラクチャの迅速かつ容易な変更を可能にしますが 9、運用の大幅な効率化が実現する一方で、企業組織は未知の潜在的な脆弱性にさらさ
れることにもなります 10。

セキュア IaCインフラストラクチャを提供する最良の方法は、DevOpsアプリケーションの基礎となる構造に対して SaC（Security-as-Code）のア
プローチを採用し、意図的にセキュリティを組み込むことです。FortiGate内部セグメンテーションファイアウォール（ISFW）は、インテント ベー
スド セグメンテーションを活用し、ビジネスの目的に基づくインフラストラクチャのインテリジェントなセグメンテーション、適応型プロセス制
御の適用、そして IaC環境に対する脅威保護の自動化を実現します。FortiManagerと FortiAnalyzerは、ネットワークとセキュリティの一元管理、
ログの相関付け、分析の各機能を提供し、単一コンソールから高性能で堅牢なセキュリティを実現します。フォーティネットのオープンエコシス
テムは、ファブリックコネクタおよび堅牢な REST API（Representational State Transfer Application Programming Interface）を介して、サードパーティ
の自動化プラットフォームとのシームレスで緊密な統合を可能にします。

フォーティネットの SaC（Security-as-Code）ソリューションは、次のような優れた機能で IaCインフラストラクチャを保護します。

	n 時間が重視されるクリティカルネットワークトラフィックを、パフォーマンスを犠牲にすることなく保護

	n ビジネスの目的に基づいてネットワークトラフィックをセグメント化し、コンプライアンスの強化およびセキュリティ侵害からの保護を実現
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コンテンツインスペクションゾーンのサイバーセキュリティ

組織のインフラストラクチャが社内のデータセンターインフラストラクチャにすべて置かれていた時代は過ぎ去りました。最近のある調査では、
85%の企業がパブリックやプライベートの複数のクラウドを運用していることが明らかになりました 11。SD-WAN（ソフトウェア制御によるワイ
ドネットワーク）テクノロジーによって、組織のネットワークトラフィックは常に公共インターネット経由で移動するようになっており 12、IoT

デバイスがエッジに配置されるケースが急増しています 13。

このような状況では、金融機関にとって境界ベースのサイバーセキュリティはもはや有効なアプローチではなくなっています。コンテンツインス
ペクションゾーンという観点から考えると、ネットワークトラフィックが企業のデータセンター、複数のクラウド、IoTデバイス、公共インターネッ
トを移動する仮想境界がより有効なアプローチと言えます。

FortiGate次世代ファイアウォール（NGFW）は、専用のセキュリティプロセッサと FortiGuard Labsの包括的な脅威インテリジェンスを活用する
ことで、平文および暗号化されたトラフィックに対してトップクラスの優れたパフォーマンスのインスペクションが実現します。また、オンプレ
ミスとクラウドベースの両方の環境の可視化と制御を一元化することで、運用の効率化とセキュリティの強化が可能になります。さらに、フォー
ティネット セキュリティ ファブリックでは、ファブリックコネクタやオープン APIを利用してフォーティネットやサードパーティの多様なセキュ
リティツールをエンドツーエンドで統合できます。人工知能（AI）を活用した堅牢な脅威インテリジェンスに基づくセキュリティアーキテクチャが、
リアルタイムの攻撃の検知とレスポンスを可能にします。

フォーティネットが提供するエンドツーエンドの統合セキュリティアーキテクチャは、次のような多くのメリットを提供します。

	n 運用の効率化：手作業のセキュリティプロセスを排除

	n コスト削減：サイバーセキュリティを統合し、ライセンスの重複を排除

	n コンプライアンスレポート作成の簡素化：手作業に頼る監査準備のアプローチを回避

	n セキュリティの強化：自動応答ワークフローとリアルタイムの脅威インテリジェンスを活用

フォーティネットの金融サービス向けサイバーセキュリティソリューションは、幅広い適用領域で（Broad）システム連携し（Integrated）、 
自動化された（Automated）アプローチをセキュリティに採用し、電子取引フロアから支社オフィスに至る攻撃対象領域全体を保護します。

IaC（Infrastructure-as-Code）の 
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支社 / 拠点向けセキュアネットワーキング

離れた場所にあるクラウド / データセンターとの間のネットワークトラフィックが増加する状況
においても、支社と本社の間で許容できるレベルのネットワークパフォーマンスを維持しよう
とすると、コストの増加という問題に直面することになります。MPLS（マルチプロトコルラベ
ルスイッチング）の帯域幅を追加購入する場合は、多くのコストと時間が必要であるだけでなく、
ネットワークの将来のニーズに合わせて拡張することができません 14。さらに、リモートの支社
とそこに置かれたエッジデバイス 15が、簡単に侵入できる標的としてサイバー犯罪者に狙われ
ることにもなります。

FortiGateセキュア SD-WANは、インターネットを含む支社と本社の間の複数の接続回線を行
き来するネットワークトラフィックの保護を可能にします。インスペクションを実行するため
にすべてのトラフィックをデータセンターにルーティングする必要がなくなるため、遅延の原
因となるこのボトルネックを回避できます。また、支社と本社を接続するネットワークインフ
ラストラクチャの拡張が可能となり、将来の帯域幅への投資を不要にします。

金融機関のリモート環境においては、フォーティネットセキュア SD-Branchによって支社の
ネットワークとセキュリティを統合し、単一の FortiGate NGFWですべてを管理できるようにな
ります。FortiSwitch LANスイッチ、FortiAP無線アクセスポイント、FortiExtender LTE WAN

エクステンダーで構成されるこのソリューションによって、支社においても安全かつ高性能の
ネットワーキングが確保されます。FortiNACネットワークアクセスコントロール（NAC）ソ
リューションは、ネットワークエッジで検知されるすべての IoTデバイスの完全な可視化と制御
を実現します。

FortiGateセキュア SD-WANとフォーティネット SD-Branchは、次のような機能によって、支社
ネットワークのセキュリティの強化とネットワークパフォーマンスの向上を実現します。

	n セキュリティ ドリブン ネットワーキングの実現：攻撃者が支社からネットワークに不正侵入
することを困難にする

	n 運用効率を向上：ネットワーキングとセキュリティを製品に統合し、単一デバイスによる一
元管理を可能にする

高度な脅威保護

攻撃の件数が増加し 18、高速化 19や巧妙化 20も進むに伴って、金融機関は攻撃対象の上位に挙
げられています 21。手作業によるレスポンスで侵入する脅威に対抗しようするセキュリティチー
ムは膨大な数のアラートに悩まされ、マシンスピードで活動する高度な脅威を阻止できません。
さらに、金融サービスデータの価値が攻撃者にとって上昇している中で、意図的あるいは偶発
的のどちらであるかを問わず、内部関係者による脅威が金融サービス分野のリスクをさらに増
大させています 22。

これらの脅威に対抗するには、2本の柱によるアプローチでマルウェアとそれを作成した攻撃者
の両方から防御する方法が最も有効です。攻撃ベースの防御の基盤となるのが、堅牢なリアル
タイムの脅威インテリジェンスです。フォーティネット セキュリティ ファブリックのすべての
ツールは、世界最大のインテリジェンスネットワークの1つであるFortiGuard Labsが提供する、
AIを活用した包括的脅威インテリジェンスを利用しています。ポリモーフィズムなどの高度な
テクノロジーを利用する攻撃が増えている現状でも 23、AIと機械学習（ML）の採用によって未
知あるいはゼロデイの攻撃の特定が容易になります。

FortiSandboxは、ゼロデイ脅威に対する防御に新たなレイヤーを追加します。未知のファイル
を安全な場所で検証した後、ネットワークへの転送が許可されます。マルウェアの 60%が暗号
化されるようになりましたが 25、FortiGate NGFWの SSL/TLS（セキュアソケットレイヤー /ト
ランスポートレイヤーセキュリティ）インスペクション機能であれば、パフォーマンスを低下
させることなく暗号化されたトラフィックのインスペクションが実行できます。

「先進的な企業は、魅力的でパーソナライ
ズされたカスタマーエクスペリエンスを
提供すると同時に、データに基づく柔軟
で拡張性あるサイバーセキュリティを構
築して金融サービスを運用しています 24」

金融機関が経験した 
不正侵入 16

（過去 12ヵ月間）
	n マルウェア：49%

	n スパイウェア：37%

	n 内部関係者による脅威：35%

	n DDoS：31%

	n モバイル：29%

	n フィッシング：24% 

	n ランサムウェア：16%

	n SQLインジェクション：13%

	n ゼロデイ攻撃：12%

	n 中間者攻撃：11%

金融サービスにおける 
侵入の影響 17

（過去 12ヵ月間）

	n 40%：生産性に影響する運用停止が
発生した
	n 40%：ブランドの信用低下につなが
るブリーチが発生した
	n 34%：売上に影響する運用停止が 

発生した
	n 32%：従業員の生産性に影響する 

運用停止が発生した
	n 32%：重要なビジネスデータを失った
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攻撃者ベースの防御は、社内あるいは社外のどちらか、また悪意があるかどうかを問わ
ず、ネットワークに不正侵入しようとする人物を特定し、無害化するツールを提供します。
FortiDeceptorは、攻撃者を誘導して特定することで実害の発生を防ぎます。FortiInsightは、ユー
ザーとエンドポイントを継続的に監視して、セキュリティ侵害の可能性があるコンプライアン
スに違反した / 疑わしい / 異常な振る舞いを特定し、内部関係者による脅威から企業組織を保護
します。

この 2本の柱によるアプローチを採用することで次のような脅威対策が実現し、今日の高度な
脅威環境に対処することが可能になります。

	n 多層型防御を確立：ゼロデイ脅威を検知

	n 攻撃中の犯罪者を捕捉：技術レベルを照合して攻撃者を識別し、その攻撃者によるキャン
ペーンを阻止

フォーティネットの差別化要因
優れた性能

FortiGateは、マイクロ秒を争う電子取引インフラストラクチャにおいて業界最小の遅延とジッターレートを実現します。SSL/TLS暗号化トラフィッ
クのインスペクションを有効にした場合でも、ネットワークのパフォーマンスに影響することはありません。

可視性と運用効率

フォーティネット セキュリティ ファブリックは、さまざまなサードパーティ製品との統合を可能にする多数の APIを提供しており、オープン API

アーキテクチャを採用しています。これにより、金融機関は拡大し続ける攻撃対象領域に分散しているさまざまなセキュリティ要素を一元化され
た管理ビューに統合できます。

支社 / 拠点の保護

包括的な SD-Branchインフラストラクチャが、スイッチングインフラストラクチャからデータセンターまでのあらゆる要素に最適なセキュリティ
を提供し、ネットワークパフォーマンスの向上を実現します。

結論
金融機関においては、企業データ、アプリケーション、そしてワークフローを高度化が続く脅威から保護することがこれまで以上に重要となって
います。フォーティネット セキュリティ ファブリックは、優れたネットワークパフォーマンスを確実に維持すると同時に、金融機関全体で包括
的な統合保護ネットワークの構築を可能にする、統合プラットフォームを提供します。

「顧客は、本当に信頼できる企業であれ
ばデータを共有しても構わないと考える
傾向にあります。このため、セキュリティ
対策が失敗した場合には、企業ブランド
の評判、顧客からの信頼、さらには売上
まで低下する危険性があります 26」
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