WHITE PAPER

フォーティネット
セキュリティ ファブリックによる
デジタルイノベーションの実現
幅広い適用領域で（Broad）システム連携し（Integrated）、
自動化された（Automated）セキュリティプラットフォーム

概要
企業組織では、ビジネスの加速、コストの削減、効率性の向上、より良いカスタマーエクスペ
リエンスの提供を目的とするデジタルイノベーション（DI）イニシアチブの採用が急ピッチで
進んでいます。一般的なイニシアチブでは、アプリケーションとワークフローのクラウドへの
移動、社内ネットワークへの IoT（モノのインターネット）デバイスの導入展開、そして新しい
支社拠点へのビジネス拡大が行われます。
インフラストラクチャの進化には、セキュリティリスクも伴います。組織は、拡大する攻撃対
象領域、高度な脅威、複雑化するインフラストラクチャ、増加する法規制に対処する必要があ
ります。リスクを効果的に管理し複雑さを最小限に抑えつつ、期待通りの DI の成果を達成する
には、環境全体を可視化し、セキュリティおよびネットワーク運用を容易に管理する手段を提

セキュリティ担当幹部の 84% が、サ
イバー攻撃のリスクは増加すると考え
ている 1

供するサイバーセキュリティプラットフォームを採用する必要があります。
フォーティネット セキュリティ ファブリックは、セキュリティドリブン ネットワーキング、ゼ
ロトラストネットワークアクセス、ダイナミッククラウドセキュリティ、AI（人工知能）ドリブン
のセキュリティオペレーションを可能にする、幅広い適用領域でシステム連携する自動化され
たソリューションを提供し、これらの課題を解決します。フォーティネット製品は、シームレ
スに統合されたサードパーティ製品のエコシステムで機能拡張されており、エンタープライズ
セキュリティアーキテクチャにおけるギャップを最小限に抑えながら、セキュリティの ROI（投
資収益率）を最大限に高めます。

あらゆる業界に変革をもたらしているデジタルイノベーション

セキュリティ専門家の 77% が、セキュ

世界のあらゆる経済セクターにおいて、DI はビジネスの成長とカスタマーエクスペリエンスの

ず、組織内でアプリケーションまたは

向上に不可欠だと考えられています。CIO の 61% がクラウド、IoT、モバイルの大規模な運用を
すでに実施していると述べるなど、一般的に CIO は DI の取り組みに関して前向きです 2。

リティ上の懸念があったにもかかわら
インフラストラクチャをクラウドに移
行したと回答しています 3

クラウドサービスプロバイダーの IT リーダーやサイバーセキュリティのリーダーの立場から見
れば、DI はネットワーク環境にさまざまな変化をもたらします。ユーザーのモバイル化が進み、
企業 IT の管理下にない場所やエンドポイントからネットワークにアクセスすることも増えています。そうしたユーザーは、パブリッククラウドに
直接接続して、Office 365 などの主要なビジネスアプリケーションも使用しています。人の管理下にあるエンドポイントを数で上回っているのが
IoT デバイスです。多くの場合、IoT デバイスは監視されていない遠隔地に広く分散しています。そして、クラウドサービスプロバイダーのビジネ
ス範囲は多数の遠く離れた支社へと拡散しており、そうした支社拠点は企業のデータセンターを迂回して直接クラウドサービスや携帯電話サービ
スに接続しています。
これらの変化に伴って、防御可能なネットワーク境界という概念が時代遅れとなり、クラウドサービスプロバイダーは新たな多層型の縦深防御戦
略の採用が不可欠になっています。
アプリケーションとワークロードのクラウドへの移行
ほぼすべての企業が、ワークロードとアプリケーションの一部をクラウドに移行し始めているか、少なくとも移行を計画しています。多くの場合、
移行の決断を後押しするのは、クラウドの柔軟性を利用してコストを削減し、運用効率とスケーラビリティを向上させたいという願望です。
クラウドサービスプロバイダーは、幅広い導入モデルを提供しています。企業は、Salesforce や Box などの SaaS（サービスとしてのソフトウェア）
アプリケーションやサービスを利用できます。または、オンプレミス環境で設計・導入されたアプリケーションを、Amazon Web Services（AWS）、
Google Cloud Platform（GCP）、Microsoft Azure、Oracle Cloud Infrastructure、IBM Cloud などの IaaS（サービスとしてのインフラストラクチャ）
環境や PaaS（サービスとしてのプラットフォーム）環境に移行することも可能です。
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多くの組織は、クラウドサービスプロバイダーのロックインを警戒し、それぞれのアプリケー
ションとワークロードを最適なクラウドに展開することを目指しているため、これまでマルチ
クラウドインフラストラクチャを採用してきました。これほど選択の自由度が高いということ
は、クラウド環境毎の特異性を理解する必要があるというマイナス面もあります。さらに、環
境やそのセキュリティ対策を管理するにはさまざまなツールを使いこなす必要があります。そ
の結果、可視化が低下してポリシー管理やレポート作成などのために複数の管理コンソールを
使用しなければならなくなります。
複数の環境に存在する膨大な数のエンドポイント
クラウドサービスプロバイダーのネットワークにおいて最も脆弱なノードは、おそらくエンド
ポイントです。大手プロバイダーは数千人の従業員を擁し、各従業員が仕事用と個人用に複数
のデバイスを使用してネットワークリソースにアクセスしています。これらすべてのデバイス

クラウド環境はダイナミックに変化し
ており、アプリケーションをクラウド
に移動した企業の 74% が、再度オン
プレミスにアプリケーションを移行し
ています 4。

において、サイバーセキュリティと最新のエンドポイントセキュリティを確保することは大変
な作業です。さらに困難な問題は、IoT デバイスの急増です。2019 年末までにアクティブなデ
バイスの数は 266 億 6 千万台を超えており、2020 年にはこの数が 310 億台に達すると専門家は
予測しています 5。
IoT デバイスは、数多くのビジネスコンテキストに存在します。小売や観光業界では顧客毎にパー
ソナライズされたエクスペリエンスの提供、製造やロジスティクスでは在庫の管理、そして工
場や発電所では設置されているデバイスの監視に IoT デバイスが使用されています。
高耐久性を備え電力効率の高い IoT デバイスは、多くの場合セキュリティ機能とセキュアな通信
プロトコルを犠牲にして、パフォーマンスを優先しています。また、大半のネットワーク接続

84% のエンタープライズがマルチク

デバイスとは異なり、一般的に IoT 機器は遠隔地や屋外、または無人の施設やスタッフの少ない

ラウド戦略を採用しているほか、81%

施設（発電所など）に配備されています。IoT 機器は、重要な機密データをこのようにセキュリティ

がクラウドの主な課題としてセキュリ

が確保されていない場所からオンプレミスのデータセンターやクラウドサービスへと頻繁に送

ティを挙げています 6。

信します。
分散した市場と地域を横断して拡大する企業
施設、支社、およびその他のサテライトオフィスを新規開設することで世界的に事業を拡大し
ている企業では、WAN（ワイドエリアネットワーク）の帯域幅の制約が厳しさを増しています。
SaaS アプリケーション、ビデオ、VoIP（Voice over IP）は、生産性を高めて新しいサービスを
可能にしますが、WAN のトラフィック量を飛躍的に増加させます。
信頼性の非常に高い MPLS（マルチプロトコルラベルスイッチング）は、長年にわたって WAN
接続テクノロジーとして支持されてきました。しかし、MPLS を使用すると WAN 帯域幅使用の
最適化や、必要に応じてアプリケーション毎に QoS レベルを変えることが困難になります。そ
の結果、支社の拡張とサービスの強化が WAN のコストの急増に直結する可能性があります。
このため、多くの組織が MPLS、インターネット接続、さらには通信リンクも効率的に使用する
SD-WAN（ソフトウェア制御による WAN）に目を向けています。加えて、SD-WAN は各種トラ
フィックを最適なリンクへと動的にルーティングします。

2017 年 か ら 2019 年 に か け て、 保 護
されていない IoT デバイスやアプリ
ケーションを原因とするデータ侵害を
経験している組織の数は、73% 増加
しました 7。

セキュリティアーキテクチャの設計で考慮すべき 4 つのポイント
DI イニシアチブを熱心に進める組織では、ネットワークセキュリティが受ける影響が見過ごさ
れたり、過小評価されたりすることが珍しくありません。事実、約 80% の組織がサイバー脅威
へのセキュリティ対策が追い付かないスピードで新たなデジタルイノベーションを追加してい
ます 9。
IT リーダーは、ビジネスのデジタルイノベーションを実現するセキュアなアーキテクチャを設
計する上で、次の 4 つの重要課題に直面しています。
攻撃対象領域の拡大
機密データはあらゆる場所に存在する可能性があり、企業が制御できない数多くの接続を経由

SD-WAN は、MPLS よ り も 低 コ ス ト
で優れたパフォーマンスとセキュリ
ティを提供します 8。

して送信されます。クラウド上のアプリケーションはインターネットに接続されているため、
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すべての新しいクラウドインスタンスは新たな攻撃対象領域となります。IoT デバイスの増加に
よって、攻撃対象領域は無人の遠隔地にまで拡大します。こうした目に見えない場所への侵入
は何週間、何ヵ月も検知されず、その被害は社内の他の部分にも及ぶことになります。モバイ
ルデバイスやユーザー所有のエンドポイントは、攻撃対象領域の予測を困難にします。これは、
ユーザーが企業の拠点、公共の場所、および国境を横断してローミングするからです。実際、
クラウドの広範な移行や、モバイルプラットフォームおよび IoT デバイスの幅広い活用が原因で、
データ侵害発生時コストはデータレコード 1 件あたり数十万ドルまで増加します 10。
このように、攻撃対象領域が拡大し動的に変化すると、それまで明確に定義されていたネット
ワーク境界、そして関連するセキュリティ対策はなきものとなってしまいます。攻撃者にとっ
ては、ネットワークに侵入する方がはるかに容易であるほか、多くの場合一度侵入した攻撃者
はネットワーク内をほぼ自由に移動して、検知されることなく標的に到達できます。したがっ
て、DI に取り組む企業は、
「境界が侵害されるのは時間の問題」だという想定に基づいて、すべ

CISO の 61% は、クラウド、IoT、モ
バイルの大規模な運用をすでに実施
していると述べています 11。

てのネットワークセグメントを制御できる多層型セキュリティを導入する必要があります。ま
た、ネットワークリソースへのアクセスは、最小限の権限と継続的検証を受けた信頼（トラスト）
に基づいて許可する必要があります。
巧妙化する脅威
攻撃者が従来のサイバーセキュリティ対策を迂回して対抗しようとするようになり、サイバー
脅威は急速に拡大しています。日々検知される新しいマルウェアは、その 40% 近くがゼロデイ
または未知のマルウェアです 15。その要因が、ポリモーフィック型マルウェアの増加にせよ、あ
るいはマルウェアツールキットの可用性の向上であるかにせよ、ゼロデイマルウェアが増加し
たことで従来型のシグネチャベースのマルウェア検知アルゴリズムは有効性が低下します。さ
らに攻撃者は、以前と変わらず従来のセキュリティアプローチで用いられている静的な信頼（ト
ラスト）メソッドを悪用したソーシャルエンジニアリングを実行しています。調査によると、

日々検知される新しいマルウェアは、
その 40% 近くがゼロデイまたは未知
のマルウェアです 12。

この 1 年間に組織の 85% がフィッシングまたはソーシャルエンジニアリング攻撃を経験してい
ることが明らかになっています 16。
サイバー脅威のさらなる巧妙化に伴い、データに関するインシデントや侵害は、検知と修正が
ますます困難になっています。2018 年から 2019 年にかけて、データ侵害を特定して封じ込め
るまでに要した日数は 266 日から 279 日に増加しました 17。組織は、攻撃の試みを検知して防
止するだけでなく、成功した攻撃を迅速に特定して修復する能力も必要です。88% 以上の組織
が、この 1 年間に少なくとも 1 件のインシデントが発生したと報告しています。このことから、
すべての組織が攻撃のリスクにさらされており、サイバーレジリエンシー（復旧力）が重要となっ
ていることを示しています 18。
DI イニシアチブとは、企業のセキュ
複雑化するエコシステム
CIO のほぼ半数が、攻撃対象領域の拡大における最大の課題は、複雑さが増すことだと述べて
います 19。複雑化する原因は、セキュリティの強化を目的として多くの組織が統合されていない

リティチームが 17 種類のエンドポ
イント保護を導入する必要があるこ
とを意味します 13。

複数のポイント製品を使用していることにあります。実際、標準的な企業では 75 以上の異なる
セキュリティソリューションが使用されています 20。
このようにセキュリティが統合されていない組織は、セキュリティ環境の自動化によるメリッ
トを享受することができません。事実、CIO の 30% は社内最大のセキュリティ問題として手作
業のプロセスが多いことを挙げています 21。セキュリティを自動化できなければ、CIO はスキル
の高いサイバーセキュリティの専門家を追加で配置してネットワークの監視と保護を委ねなけ
ればなりません。
しかし、多くの組織は必要なサイバーセキュリティの人材を獲得できていません。試算によれ
ば、現在 400 万人分を超えるサイバーセキュリティ専門家のポジションが欠員状態となってお
り、その数は着実に増加しています 22。組織は、必要な人材を確保できていないことが原因で危
険にさらされており、CIO の 67% はサイバーセキュリティスキルの不足が原因で変化のペース
に追い付いていけないと述べています 23。
攻撃者はこうした状況を十分に把握しており、攻撃を優位に実行しています。

エンタープライズの 3 分の 1 が、過
去一年の間にビジネスクリティカル
なデータの漏洩に見舞われており、
法規制の罰則につながる可能性があ
りました 14。
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厳格化する法規制要件
データ保護に関する規則で最も知名度が高いのは、欧州連合（EU）の一般データ保護規則
（GDPR）、そして米国カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）の 2 つです。しかし、デー
タ保護規則はこの 2 つだけではありません。現在、米国のすべての州にデータ侵害通知に関す

フォーティネット
セキュリティ ファブリック

る法律があり、その多くは消費者のプライバシー保護を強化するものです。政治的、社会的圧

n

Broad（幅広い）

力に後押しされる形で、今後数年間は法規制が厳格化することが予想されています。また、違

n

Automated（自動化）

反した場合の罰則もさらに厳しく、以前よりも一般的になっています。

n

Integrated（統合化）

組織は業界標準にも準拠する必要があり、多くの組織が困難に直面しています。実際、PCIDSS（Payment Card Industry Data Security Standard）の暫定的なコンプライアンス監査に合
格する組織は、全体の 37% 未満に過ぎません 24。PCI-DSS は PCI SSF（PCI Software Security
Framework）に取って代わられており、今後も継続して準拠を目指すためにはさらに大きな困難
に直面することになると考えられます。
法規制遵守を達成し、維持することの必要性は、その組織がセキュリティトランスフォーメー
ションの目標を達成できるかどうかに大きな影響を与えます。たとえば、クラウドベースのアプリケーションをオンプレミスのデータセンターに
戻した 74% の組織の中で、21% は法規制へのコンプライアンスの維持をその理由に挙げています 25。

フォーティネット セキュリティ ファブリック
フォーティネット セキュリティ ファブリックは、デジタル攻撃対象領域全体の幅広い可視化と制御によってリスクを最小化するとともに、複数
のポイント製品のサポートを簡素化する統合ソリューションの提供、さらにオペレーションを高速化する自動ワークフローの実現を通じて、先に
述べたセキュリティの課題に対処します。

ファブリック
管理センター

ネットワーク
アクセス

オープンファブリック
エコシステム

セキュア
WLAN / LAN

クラウド
インフラストラクチャ

NGFW
SD-WAN

エンドポイント

アプリケーション

セキュリティ
オペレーション

図 1：フォーティネット セキュリティ ファブリックは、単一のコンソールから複数のセキュリティテクノロジーをシームレスに
連携機能させると同時に、一元ソースから提供される脅威インテリジェンスをすべての環境で共有し、活用します。
その結果、ネットワークのセキュリティギャップが解消され、攻撃や侵害への迅速なレスポンスが実現します。
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広範な攻撃対象領域を可視化
DI トランスフォーメーションの進行に伴って組織の境界が増加すると、攻撃対象領域も拡大し
ます。フォーティネット セキュリティ ファブリックは、ネットワークインフラストラクチャ全
体にエンドツーエンドのセキュリティと可視性を提供することで、攻撃面の拡大という問題に
対処します。フォーティネット セキュリティ ファブリックは、データセンター、支社、小規模
企業、およびすべての主要クラウドプロバイダー向けに高性能なセキュリティドリブン ネット
ワーキングソリューションを幅広く備えており、ネットワークのすべてのセグメントを柔軟に
保護します。
すべてのコンポーネントは、一元化された管理システムから構成、管理、監視されます。すべ
てのセキュリティコンポーネントで共通のインタフェースを使用するので、ポイント製品で構
成されたセキュリティインフラストラクチャのサイロ化が解消されるだけでなく、人数の限ら
れたスタッフに掛かるトレーニングの負担が軽減されます。また、この管理システムによって

CISO の約半数が、自らのサイバーセ
キュリティテクノロジー戦略の主な優
先事項として、セキュリティの統合と
分析の強化を挙げています 26。

リモートコンポーネントのゼロタッチ展開が容易になるため、出張費をはじめとする運用コス
トがさらに削減されます。

統合セキュリティアーキテクチャ
フォーティネット セキュリティ ファブリックは、すべてのコンポーネントが同一の FortiOS ネッ
トワークオペレーティングシステムによって稼働しているため、一貫した構成とポリシー管理、
およびセキュリティインフラストラクチャ全体でのリアルタイム通信を容易に実現します。こ
れにより、脅威の検知と減災に要する時間を最小限に抑え、構成エラーや手作業によるデータ

FortiGate NGFW は、暗号化されたト

コンパイルを原因とするセキュリティリスクを軽減し、コンプライアンス監査へのタイムリー

ラフィックをスキャンすると同時に、

で正確な対応を促進します。

第三者機関から最高の評価を獲得した

フォーティネットの製品とソリューションの統合に加えて、セキュリティ ファブリックには 70
社を超えるファブリック レディ パートナー向けの事前構成済 API（アプリケーションプログラ
ミングインタフェース）接続が組み込まれており、すべてのセキュリティ ファブリック要素の
緊密な統合を担保します。

価格性能比を提供します。FortiGate
NGFW は、検知回避策を 100% ブロッ
ク す る と 同 時 に 5.7 Gbps の SSL パ
フォーマンスを実現します 27。

ファブリック レディ パートナーのエコシステムに含まれていないセキュリティ製品の場合は、
REST（Representational State Transfer）API と DevOps（開発とオペレーション）スクリプトを
活用して容易かつ迅速にセキュリティ ファブリックへ追加できます。

自動化された運用、オーケストレーション、レスポンス
シームレスな統合のほかにも、フォーティネット セキュリティ ファブリックは急速に進化して
いるサイバー脅威のトレンドへの対応に機械学習（ML）テクノロジーを応用する手法で業界を
リードしています。フォーティネット セキュリティ ファブリックには、高度な SOAR（セキュ
リティオーケストレーション、自動化、レスポンス）の機能に加えて、プロアクティブな脅威
の検知、脅威の相関、インテリジェンス共有によるアラート、脅威の調査と分析の機能が装備

侵害の検知とレスポンスに要する時間
を短縮することで、データ侵害の総コ
ストを 25% 削減できます 28。

されています。
インシデントレスポンスを迅速に行うには、法規制へのコンプライアンス、あるいは経営幹部向けのデータ収集やレポート生成など、他の懸案事
項にセキュリティスタッフが気を取られないようにする必要もあります。そこで、フォーティネット セキュリティ ファブリックは、ログデータ
集計、データ相関、およびテンプレートを使用したレポート生成を自動化する機能を提供します。

セキュリティ ファブリック ソリューション
フォーティネット セキュリティ ファブリックは、ゼロトラストアクセス、セキュリティドリブン ネットワーキング、ダイナミッククラウドセキュ
リティ、AI ドリブン セキュリティオペレーション、アライアンスエコシステムという 5 つの主要な領域でソリューションを提供します。各々が、
NSS Labs などの主要な第三者機関による評価と推奨を受け、Gartner 社をはじめとする主要なアナリスト企業によって認められた、豊富な実績を
誇るクラス最高レベルのソリューションです 29、30。
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図 2：フォーティネット セキュリティ ファブリックの概念フレームワーク
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図 3：セキュリティ ファブリックソリューションが領域別に提供する主要なソリューション

ゼロトラストネットワークアクセス
サイバー脅威は巧妙化しており、境界重視のセキュリティモデルでは十分な対応ができません。認証情報を盗み出し、マ
ルウェアを利用する社外の攻撃者は、企業ネットワーク内で正規のアカウントにアクセスできるようになります。フォー
ティネット セキュリティ ファブリックを導入することで、企業は社内の WAN 全体にゼロトラストネットワークアクセス
ポリシーを実装できます。
ネットワークにゼロトラストアクセスを導入するための最初のステップは、ネットワークに接続しているデバイスを検知
することです。FortiNAC ネットワークアクセス制御（NAC）ソリューションは、企業の WAN に接続しているデバイスを
自動的に検知します。接続されたデバイスはセキュリティスキャンの対象となり、組織のセキュリティチームはデバイス
別にポリシーを定義して適用できます。ネットワークへのアクセスを承認されたデバイスは継続的に監視され、攻撃者に
よる使用や感染が疑われる異常な振る舞いが検知されます。

7

WHITE PAPER | フォーティネット セキュリティ ファブリックによるデジタルイノベーションの実現

ネットワーク接続しているデバイスを識別できるため、組織はゼロトラストアクセスを実装してこれらのデバイスを使用
しているユーザーを特定することが可能です。FortiAuthenticator のユーザーアイデンティティ管理サーバーには、認証と
RBAC（ロールベースアクセス制御）の機能が組み込まれているので、社内ネットワークに最小限の権限と職務の分離機能
を実装できます。FortiToken の二要素認証トークンは、多要素認証を有効にすることでユーザー認証機能を強化します。こ
れにより、攻撃者は侵害されたユーザー認証情報を悪用してユーザーのアカウントにアクセスできなくなります。
デバイスが社内ネットワークに接続されている場合、デバイスの監視とポリシーの適用をネットワーク経由で実行できま
す。ただし、企業ではモバイルデバイスの使用が急増しているため、エンタープライズデバイスはオフラインまたは他のネッ
トワークで使用されることがあります。FortiClient ファブリックエージェントをインストールすることでエンドポイント
が可視化され、オン / オフ両方の企業ネットワークで動的なアクセス制御が実現します。
セキュリティドリブン ネットワーキング
DI によってエンタープライズネットワークと攻撃対象領域が拡大したことを受け、これらのネットワークを保護する必要
性が高まっています。セキュリティドリブン ネットワーキングは、組織のネットワークインフラストラクチャとセキュリ
ティアーキテクチャを緊密に統合するため、セキュリティを犠牲にすることなくネットワークの拡張と変更を可能にしま
す。このような統合によってポイント製品の数が最小限に抑えられ、複雑さが軽減されます。また、ネットワークアプラ
イアンスとセキュリティアプライアンスが連携するように最適化されているため、向上したパフォーマンスを容易に有効
活用できます。
セキュリティドリブン ネットワーキングは、FortiGate 次世代ファイアウォール（NGFW）の鍵となるもので、高度な脅
威に対する防御の最前線として機能します。FortiGate は、単なるファイアウォールではありません。データ侵害の約 3 分
の 1 においては、（悪意のあるリンクや添付ファイルを使用してエンドポイントに感染したりユーザーの認証情報を盗み出
したりする）フィッシング攻撃 31 が実行されるため、FortiGate NGFW には悪意のある URL や不審な URL への接続の試み
を識別してブロックする Secure Web Gateway（SWG）が組み込まれています。
FortiGate NGFW はまた、SSL（Secure Sockets Layer）/ TLS（Transport Sockets Security）パケットの復号とインスペクション
も実行します。エンタープライズネットワークトラフィックの 75% が SSL/TLS で保護されており、悪意のあるトラフィッ
クの約 82% が暗号化されていると推定されている現在、これは企業にとって不可欠の要件となっています 32、33。これに対し、
FortiGate NGFW は専用のセキュリティプロセッサ（SPU）を使用し、SSL/TLS トラフィックのインスペクションがパフォー
マンスに及ぼす影響を最小限に抑えます。暗号化されたトラフィックのハイパフォーマンスなインスペクションを組織の
NGFW に統合することで、ネットワークインフラストラクチャ全体でスタンドアロン型アプライアンスを購入し、導入す
る際のコストを回避することも可能です。
脅威がネットワーク境界で検知されない場合には、脅威がネットワーク内を水平移動しないようにすることが不可欠にな
ります。インテント ベースト セグメンテーションにより、組織はビジネスニーズに基づいたネットワークセグメンテー
ションが可能となるため、脅威の水平移動を容易に阻止できます。内部の不審な、または悪意のある接続はデフォルトで
ブロックされます。また、感染後にゼロデイ脅威が特定された場合には、脅威インテリジェンスがセキュリティ ファブリッ
クを介してネットワーク全体に共有され、二次感染を防止します。
この機能を企業全体で稼働させるには、支社拠点を含むエンタープライズネットワークを網羅するセキュリティの統合が
必要です。フォーティネットのセキュア SD-WAN は、最適化されたネットワークパフォーマンスとセキュリティ統合を支
社拠点に提供します。SD-WAN アプライアンスに統合された FortiGate NGFW は、それぞれの支社拠点でトラフィックイン
スペクションを実行します。これにより、SaaS アプリケーションとサービスが直接インターネットに接続できるようにな
り、ネットワークパフォーマンスが向上し WAN コストが削減されます。
フォーティネットのセキュア SD-Branch は、組織の可視化と一元化されたセキュリティ管理機能を支社拠点内のスイッ
チングレイヤーまで拡張します。フォーティネットのセキュア SD-Branch は、FortiNAC ソリューション、FortiSwitch セキュ
アアクセススイッチ、そして FortiGate NGFW から監視および制御される FortiAP ワイヤレスアクセスポイントで構成され
ておいます。社内 WAN 全体のセキュリティを統合することにより、企業は冗長性を解消してオペレーションを簡素化し、
高度な脅威への迅速かつ協調的な対応を可能にします。
ダイナミッククラウドセキュリティ
クラウドへの移行に伴って、組織のセキュリティ展開をクラウドベースのリソースまで拡張することが不可欠になってい
ます。フォーティネット セキュリティ ファブリックは、さまざまなクラウドネイティブソリューションを統合して、あら
ゆるアプリケーションおよび導入環境にセキュリティを提供します。
フォーティネットのセキュリティソリューションは、パブリックとプライベート両方のクラウド環境でネットワークのセ
キュリティ、可視化、および制御機能を提供します。FortiGate NGFW は VM フォームファクターでも利用できるため、ク
ラウドネイティブのセキュリティ自動化、VPN 接続、ネットワークセグメンテーション、侵入防止、および SWG を提供
することが可能です。
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組織は、悪意のあるコンテンツからの保護だけでなく、クラウド環境が適切に構成されていることも確認する必要がありま
す。パブリッククラウドにおけるセキュリティの構成ミスは大きな問題であり、その 99% がユーザーには報告されません 34。
FortiCWP のクラウドセキュリティ分析機能は、構成の監視、データセキュリティ、コンプライアンス、統合脅威管理など、
パブリッククラウドインフラストラクチャにおける可視化と制御を実現します。
クラウドインフラストラクチャ自体の保護が達成されたら、次にクラウドインフラストラクチャ上で実行されているアプ
リケーションを保護する必要があります。パブリッククラウド環境は、一般的に Web アプリケーションや Web API のホ
スティングに使用されます。FortiWeb は、このような環境にネイティブのセキュリティを提供します。FortiWeb（Web ア
プリケーションファイアウォール）は、シグネチャによる検知、ML、AI を組み合わせ、既知と未知両方の脅威から Web
アプリケーションを保護します。さらに、ほとんどの Web アプリケーションは API を使用して Web サービスにリンクし、
他のツールと統合するため、スキーマ検証および OpenAPI セキュリティを使用してこれらの Web API を保護し、悪意のあ
るボットアクティビティ（スクレイピングや分析など）から保護することが重要です。
組織では、Google G Suite や Microsoft Office 365 などのクラウドベースのメールソリューションへの移行も進められてい
ます。フィッシング攻撃はセキュリティインシデントおよびデータ侵害の主な原因であるため、クラウドベースの電子メー
ルを保護することが極めて重要です。物理アプライアンスと仮想アプライアンスとして利用可能な FortiMail メッセージン
グセキュリティソリューションは、オンプレミスおよびクラウドベースのメール環境を保護します。これには、従来型お
よび最新のメール脅威をブロックする機能や、機密情報の紛失を防止するためのバックアップ機能が含まれます。
Web ア プ リ ケ ー シ ョ ン や 電 子 メ ー ル 以 外 に も、 多 く の 組 織 は Google G Suite、Box、Microsoft Office 365、Dropbox、
Salesforce などの SaaS アプリケーションに依存しています。FortiCASB クラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）
は、セキュリティの構成ミスのリスク管理、一元化された可視化と制御、SaaS アプリケーションのデータセキュリティを
実現すると同時に、SaaS アプリケーションの構成が法規制を遵守していることを保証します。
AIドリブンのセキュリティオペレーション
攻撃の件数増加と巧妙化により、従来のサイバーセキュリティソリューションでは十分な対応ができなくなっています。
シグネチャベースのマルウェア検知ソリューションで検知できるのは、マルウェア攻撃の半分に過ぎません 35。このよう
な攻撃を検知し防止するには、AI と ML の機能を活用することが不可欠です。
FortiGuard AI により、組織は常にサイバー犯罪者の先を行くことができます。FortiGuard Labs は、世界中の数百万台のセン
サーから脅威データを収集し、200 以上のグローバル組織とも連係しています。FortiGuard AI は、50 億以上のノードを使
用して既知と未知両方の脅威について一意の機能を識別します。FortiGuard Labs が扱う情報量は膨大で、チームは毎日 1,000
億件以上の Web クエリを処理し、毎秒 3,600 件以上の悪意のある URL 要求をブロックしています。
脅威は巧妙化しており、100% の防御はもはや不可能です。高度な脅威検知機能は、セキュリティ侵害を回避するために不
可欠です。FortiDeceptor、
FortiSandbox、および FortiInsight に統合された AI および ML の機能が、未知の攻撃者とマルウェ
アを特定すると同時に、内部関係者による脅威の発見と対応に役立ちます。
サイバー脅威が加速するにつれ、組織は脅威をより迅速に封じ込めて修復するため、戦略的な自動化を推進し活用しなけ
ればなりません。FortiSIEM と FortiAnalyzer を使用することで、ネットワークインフラストラクチャをグローバルに可視
化できるほか、AI ドリブンのセキュリティ分析機能にアクセスできます。収集されたデータに基づき、セキュリティアナ
リストは FortiAI という仮想アナリストの支援を得ながら脅威の性質と深刻度を決定することができます。しかし、フォー
ティネットの優位性は脅威の検知と防止だけに留まりません。FortiSOAR は、オーケストレーションと自動化を利用して
脅威の侵入を修復するので、過剰なタスクを背負っている SOC（セキュリティオペレーションセンター）チームは、脅威
の追跡などのミッションクリティカルなタスクに集中できるようになります。
エンドポイントには、インシデントへのレスポンスプロセス全体を通じて AI ドリブンのリソースも必要です。FortiEDR
（Endpoint Detection and Response）と FortiClient は、脆弱性スキャン、パッチや仮想パッチの適用、オンラインおよびエ
アギャップ環境でのエクスプロイト防止など、高度なエンドポイント保護を提供します。さらに、エンドポイントが感染
した場合には、FortiEDR の脅威検知と感染後保護がマルウェアによるコマンド & コントロールサーバーとの通信や、ネッ
トワーク内のラテラルムーブメント（水平移動）を防止します。最終的に、FortiEDR はリスクベースの脅威へのレスポン
スとオンライン修復を実現し、自動修復レシピをサポートします。

9

WHITE PAPER | フォーティネット セキュリティ ファブリックによるデジタルイノベーションの実現

ファブリック管理センター
フォーティネット セキュリティ ファブリックは、組織のセキュリティアーキテクチャ全体の管理を簡素化するように設計
されています。このファブリックは、導入済のすべてのセキュリティポイント製品を統合し、製品の一元的な監視と管理
を可能にします。
FortiManager 一元管理プラットフォームと FortiAnalyzer のログ管理 / レポート機能を組み合わせることで、組織全体の
ネットワークインフラストラクチャを単一の画面にまとめて表示し、管理できます。一元化される機能には、単一コンソー
ルでの管理、分析、およびワークフローの自動化が含まれます。
これらの機能は、フォーティネットのファブリック レディ パートナーとの数多くの API ベース統合によってサポートされ
ています。12 のファブリックコネクタが、サードパーティソリューションとの緊密な統合を提供します。そして、API ベー
スの統合は 135 社以上のファブリック レディ パートナーのソリューションで利用可能です。パートナー以外のソリュー
ションの場合、フォーティネット セキュリティ ファブリックには REST API と DevOps スクリプトが含まれており、統合
が容易に実現します。
多くの組織がオペレーションをクラウドに移行しているため、マルチクラウド環境を簡素化するには単一アクセスポイン
トと SSO（シングルサインオン）ソリューションが必要です。FortiCloud は、フォーティネットが提供する SaaS および
MaaS（Metal-as-a-Service）の 15 のソリューションに対して SSO とポータルを提供するだけでなく、FortiCare サービスポー
タルを提供します。すべての主要なパブリッククラウドプロバイダーをサポートしているフォーティネット セキュリティ
ファブリックは、マルチクラウドのあらゆる展開も簡素化します。
FortiManager、FortiAnalyzer、および FortiCloud を組み合わせることにより、組織はオンプレミスとクラウドの環境を完全
に統合できます。この統合により、自動化とオーケストレーションを使用してセキュリティ管理を簡素化できます。また
セキュリティチームは、ファブリックコネクタと API の活用を通じて一元的にリアルタイムのネットワーク状態の情報を
受け取り、ネットワークログ管理を自動化できるとともにコンプライアンスレポートの作成を簡素化できます。

リスクを管理し、ビジネス機会を追求する
DI により、組織は効率化とコスト削減をさらに促進し、顧客のエクスペリエンスを向上させることができます。しかし、DI イニシアチブは組織の
攻撃対象領域の拡大と変更をもたらし、サイバー脅威による新たな攻撃ベクトルを生み出します。
DI を推進する組織にとっては、何よりもリスクを認識し、受け入れ、適切に管理することが重要です。その基盤となるのがフォーティネット セキュ
リティ ファブリックです。フォーティネット セキュリティ ファブリックは、セキュリティソリューションの一元化、拡大するデジタル攻撃対象
領域の可視化、AI ドリブンの侵害防止機能の統合を実現すると同時に、オペレーション、オーケストレーション、およびレスポンスを自動化します。
その結果、組織はビジネスの俊敏性やパフォーマンス、簡素化ためにセキュリティを犠牲にすることなく、DI によって新しい価値を生み出すこと
が可能になります。
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