SOLUTION BRIEF

ゼロトラストアクセスによる
包括的な可視化と制御

概要
ゼロトラストアクセス（ZTA）ソリューションは、ネットワークを構成するほぼすべての
要素のために存在します。しかし、ZTA 制御へのアプローチが断片的であると、セキュリ
ティギャップが生じるだけでなく、管理にコストがかかり煩雑になります。
フォーティネットのゼロトラストアクセス（ZTA）フレームワークは、緊密に統合された
セキュリティソリューション群を活用することで、ネットワーク内部および外部でネット
ワークアクセスを要求するすべてのユーザーやデバイスを識別 / 分類し、内部のセキュリ
ティポリシーへの準拠状況を評価し、自動的に制御ゾーンに割り当て、継続的に監視する
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「ゼロトラスト」はここ数年流行語となっており、さまざまなテクノロジーベンダーで採
用されています。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などと組み合わせた、プラットフォーム
戦略の重要な柱となっているのが ZTA です。組織が ZTA の制約下でアクセスを許可した
場合、ユーザーは自分の役割に必要なリソースに限りアクセスできます。また、ZTA は、ユー
ザーよりも通常数が多いネットワークデバイスの識別、監視、制御についても規定してい
ます。
急速に拡大するネットワークのセキュリティ維持に数十年の経験を持つフォーティネットは、ネットワーク上のユーザー、ネット
ワーク上のデバイス、そしてユーザーやデバイスのオフラインアクティビティという 3 つの主要な領域の可視化と制御を実現する、
非常に効果的な ZTA フレームワークを提供しています。

効果的で実用的なアイデンティティとアクセスの管理
正規のネットワークユーザーも攻撃者も、ビジネスの成功を推進しているか脅かしているかにかかわらず、CISO の注目を集める
ことに変わりはありません。ユーザーアイデンティティ管理がフォーティネット セキュリティ ファブリックの基盤となっている
のはそのためです。ZTA フレームワークの一部である IAM（アイデンティティとアクセスの管理）を使用することで、組織はユー
ザーを完全に可視化し、効果的なアクセスポリシーの適用を実現できます。
n

FortiAuthenticator は、AAA（認証、認可、アカウンティング）、アクセス管理、SSO（シングルサインオン）、およびゲスト管理サー
ビスのハブとして機能します。FortiAuthenticator は、ログイン、証明書、多要素認証などを通じて、ユーザーアイデンティティ
を確立します。そして、これらの入力を RBAC（ロールベースアクセス制御）サービスと共有し、認証済みユーザーを特定のア
クセス権やサービスと照合します。また、FortiAuthenticator は、SAML（Security Assertion Markup Language）の実装をサポー
トしているため、ユーザーは Salesforce、ADP、Microsoft 365 などの SaaS（Software-as-a-Service）ソリューションに安全
にアクセスすることができます。

1

SOLUTION BRIEF | ゼロトラストアクセスによる包括的な可視化と制御

n

FortiToken は、
ハードウェアトークンまたはモバイルソリューションを通じて、
FortiAuthenticator に二要素認証サービスを提供します。
このモバイルソリューションは、OAuth（オープンオーソリゼーション）に準拠した Android および iOS デバイス用のワンタイムパス
ワード（OTP）ジェネレーターアプリケーションで、時間ベースおよびイベントベースのトークンに対応しています。ゼロフットプリン
トソリューションであるため、企業全体に多要素認証を容易に実装することができます。

導入されているのがフォーティネット セキュリティ ファブリックであっても、あるいは他のセキュリティインフラストラクチャであって
も、ユーザーのアイデンティティとアクセスを管理するフォーティネットの ZTA ソリューションは、フォーティネット セキュリティ ファ
ブリックに堅牢なセキュリティを提供します。
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図 1：フォーティネット ZTA のユーザーアイデンティティとアクセス管理の導入例

あらゆるモノに対するセキュリティ
フォーティネットのゼロトラストアクセスソリューションの第 2 の目的は、ネットワーク上のすべてのデバイスを継続的に可視性し、
アクセスを制御することです。これは組織にとって大きな悩みの種でした。ネットワークデバイスの増加は、ネットワークユーザーやセキュ
リティチームの増加をはるかに上回っています。フォーティネットの ZTA ソリューションは、検出、分類、セグメンテーション、インシデン
ト対応を統合し、自動化することで、これらのチームの負担を軽減します。

自動検出と分類
FortiNAC ネットワークアクセス制御ソリューションは、ネットワーク上のすべてのデバイス、またはネットワークへのアクセスを要
求するすべてのデバイスを正確に検出、識別し、侵害されていないことを確認するためにスキャンし、役割や機能ごとに分類します。
FortiNAC は既存のエージェントを活用してデバイス情報を取得できますが、すべての場所にエージェントをインストールすることを希望
する組織は多くはありません。しかし、その場合には、FortiNAC が最初にネットワークと通信し、その後でデバイスを識別することがで
きます。
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図 2：FortiNAC はエージェントレスのデータ収集機能をサポートすることで、ネットワーク上のすべての要素を広範にわたって可視化します。
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制御ゾーンの割り当て
FortiNAC は、170 社以上のベンダーと 2,400 種以上の異なるデバイスをサポートし、ネットワークとやり取りしてデバイスを適切なネッ
トワークセグメントに維持することで、ベンダー混在環境における動的なネットワークマイクロセグメンテーションを実現します。
また、FortiNAC は FortiGate NGFW との統合により、インテント ベースト セグメンテーションを実現します。これは、GDPR（一般デー
タ保護規則）などのデータ保護法やトランザクション保護のための PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）への準
拠など、ビジネス目標に基づいてセグメンテーションを行うアプローチです。インテント ベースト セグメンテーションを導入することで、
セキュリティチームは資産にコンプライアンス上の制限をタグ付けすることができます。資産の移動先がネットワーク上のどこであって
も、FortiGate はその制限を適用することにより、コンプライアンス導入に要する時間とコストを削減できます。また、インテント ベー
スト セグメンテーションを使用することで、ビジネスを再構築する際に、ネットワーク自体を再構成せずに、内部のアクセスポリシーを
維持できます。

継続的なモニタリング
ZTA は、信頼が一時的なものであることを前提としています。つまり、信頼できると認証されたデバイスであっても、その後感染する
可能性はあります。また、デバイスが実行するアプリケーションもセキュリティ侵害を受ける可能性があります。ネットワーク上のすべ
てのデバイスで最新の信頼ステータスを維持するために、FortiNAC はリアルタイムのインシデント対応を伴う継続的な監視を行います。
FortiNAC はデバイスの異常な挙動を検出すると、そのデバイスが脅威の侵入やデータ窃取の中継地とならないように隔離ゾーンに再割り
当てしたり、デバイスを修復用ネットワークセグメントに入れて、検出された問題にユーザーが対処できるようにしたりするなど、さま
ざまな対策を講じることができます。

ネットワーク内部および外部での資産保護
ノート PC や携帯電話などのエンドユーザーデバイスを保護するため、フォーティネットは FortiClient を通じて、ZTA 制御をネットワー
ク上とネットワーク外の両方のオペレーションに拡張します。

セキュアなリモートアクセス
FortiClient は、セキュアなリモートアクセスを可能にするため、VPN 接続の柔軟なオプションを提供しています。SSL と IPsec の両 VPN
をサポートしています。スプリットトンネリング機能により、SSL VPN を利用するリモートユーザーは、通常の SSL トンネルのように、
トラフィックが企業の VPN ヘッドエンドを通過することなく、インターネットにアクセスできます。これにより、遅延が減少し、ユーザー
エクスペリエンスが向上します。また、FortiClient には、インターネットベースのトランザクションが VPN 接続に逆流して企業ネットワー
クを危険にさらすことがないようにするための保護機能が搭載されています。
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図 3：FortiClient により、セキュリティ ファブリック全体でのエンドポイントの可視化とコンプライアンスの準拠が実現します。
また、エンドポイントテレメトリをセキュリティ ファブリックと共有することで、エンドポイントを確実に識別します。
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エンドポイントの可視化
エンドユーザーのデバイスが企業ネットワークに再接続されると、FortiClient Fabric
Agent は、デバイスの OS やアプリケーション、既知の脆弱性、パッチ、セキュリティ状
況などのエンドポイントセキュリティテレメトリデータを、FortiGate NGFW をはじめと
するフォーティネット セキュリティ ファブリックと共有します。このデータは、フォー
ティネットの ZTA ツールにおけるデバイスのアクセスルールの改良に役立ちます。
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には、セキュリティとアクセシビリティのバランスをとることが重要です。フォーティネッ
トの ZTA ソリューションを利用することで、ネットワークにアクセスするすべてのデバイ
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ります。これにより CISO は、ネットワークへのアクセスを拡大し、ネットワークに接続
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された新しいテクノロジーを活用するデジタルイノベーション（DI）イニシアチブをサポー

ZTA ソリューション

トできるようになります。ゼロトラストは単なる流行語ではありません。適切なソリュー
ションがあれば、ゼロトラストによって真のビジネス価値が実現します。
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