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フォーティネットのセキュア SD-WAN
リファレンスアーキテクチャ

概要
デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する新テクノロジーやソリューション、低コストの接続オプションの登場を背景に、多くの企業
がレガシー WAN の近代化に取り組んでいます。データのデジタル化と、SaaS（サービスとしてのソフトウェア）アプリケーションの採用といっ
たパブリッククラウドの登場に伴い、WAN アーキテクチャは再設計の必要に迫られ、特に支社、エッジネットワーク、セキュリティアーキテクチャ
の再設計は不可欠となっています。SD-WAN ソリューションは、企業 WAN とマルチクラウド接続を活用することで、支社サイトのネットワークエッ
ジで優れたアプリケーションパフォーマンスを実現します。
本書では、WAN から SD-WAN アーキテクチャへの進化と、ネットワークインフラストラクチャの近代化がもたらすメリットについて解説します。
また、セキュア SD-WAN ソリューションをデータセンターから支社へと実装する際のセキュリティ要件やヒントも併せてご紹介します。

レガシー WAN アーキテクチャ
図 1 は、一般的なレガシー WAN 接続モデルを示しています。このモデルは、単一のハブサイト（データセンターや本社）と、単一のスポークま
たは支社で構成されます。

MPLS

マルチクラウド
データセンター
（本社）

支社

インターネット

図 1：レガシー WAN のハブ & スポークアーキテクチャ

従来型のハブ & スポーク WAN アーキテクチャのルーティングは、最もシンプルな特徴を持っています。各スポー
クサイトは、最終的な宛先に関係なく、ローカル以外のトラフィックをすべてハブへとルーティングしなくてはな
りません。一般的に、このアーキテクチャには単一の静的ルートがあればよいのですが、複数の回路を介した冗長
接続を追加すると、格段に複雑になってしまいます。レガシーのハードウェア / ソフトウェアソリューションで構
成される従来の WAN アーキテクチャでも、接続機能、パフォーマンス、セキュリティを提供することは可能です。
ところが、支社ユーザーがレガシーパスでパブリックインターネットに接続する場合はどうでしょうか（図 1）。
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Web サイトに到達したパケットは、まず WAN を横断し、セキュリティスタックを経由してから Web サイトに到
達します。このアーキテクチャは最小限の支社インフラストラクチャで実現できますが、ユーザー体験という点で

ウイルス対策

はまったく十分とは言えません。自宅のブロードバンド接続に慣れているユーザーにとって、レガシー WAN アー
キテクチャはニーズを満たすものではないのです。
レガシーセキュリティアーキテクチャには、分散エンタープライズ全体を一元管理するセキュリティスタックが実

Web フィルター
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装されています。図 1a の例では、複数のソリューションに複数の機能が存在しています。支社サイトには、MPLS
回路に接続する簡単なルーターがあり、すべてのトラフィックがまず WAN を横断しなければならないため、高度
なセキュリティスタックを各支社に分散させるよりも、データセンターに集中させる方が合理的です。このような
中央集中型のスタックアーキテクチャでは、WAN 帯域幅が輻輳する傾向があり、最終的にトラフィックを伝送で
きなくなります。
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図 1a：
セキュリティスタックの例
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SD-WAN の基盤
SD-WAN の近代化では、古くなったハードウェアとソフトウェアのみならず、古くなったビジ

SD-WAN のコア機能：

ネスソリューションの入れ替えも必要です。企業が DX を推進する理由の 1 つは、ビジネスユー

n

マルチパスコントロール

n

アプリケーションの識別

ザーによるテクノロジーの使用方法が変化したことにあります。クラウドの採用、デバイスの
統合、接続コストの削減は、インフラストラクチャの大々的な進化の推進要因となっています。
テクノロジーリーダーにとって、ユーザー体験と生産性の向上は、WAN トランスフォーメー

n

ションプロジェクトを推進する大きな動機です。

動的なアプリケーション
ステアリング

SD-WAN ソリューションは、コントロールプレーンとデータプレーンを使用して、インターネットや企業 WAN への接続ポイントを複数持つ支社
を活用し、個々のアプリケーションに最適なパスを決定します。データは最適なパスで伝送されるため、パフォーマンスは向上し、可用性は最大
限まで高まります。
SD-WAN は、WAN パスフェイルオーバー、リンクアグリゲーション、リンク修復、アクティブパスのパフォーマンス評価指標を活用することで、
企業 WAN や複数のクラウド環境に接続するインターネット全体でアプリケーションの可用性とパフォーマンスを確保します。特定のアプリケー
ションで求められるパフォーマンス要件を満たす最適なパスの特定と、その WAN パスに対するパケットやセッションの割り当ては、SD-WAN の
基本的な機能です。
ネットワーク機能の改善
SD-WAN ソリューションの実装による WAN エッジの近代化は、大きなメリットをもたらします。
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図 2：SD-WAN アーキテクチャの近代化

図 2 で示すように、SD-WAN を持つ支社には複数の接続が実装されています。この例では、企業の WAN MPLS ネットワークはそのままですが、
単一のブロードバンド接続で、支社からのダイレクトインターネットアクセスに対応しています。また、ブロードバンド接続でデータセンターへ
のセキュアな IPsec トンネルを確立することで、データセンターとマルチクラウド環境の両方に接続するマルチパス環境が構築されています。
トラフィックルーティングの方法が 1 つしかないレガシーのシングルパスアーキテクチャ（図 3）と
比べると、SD-WAN の普及が進んでいる理由は明らかです。
図 3：レガシーのシングルパス

セキュア SD-WAN
しかし、支社にダイレクトインターネットアクセスを導入することは、激しく変化する脅威環境に直接接続することを意味します。したがって、
支社に SD- WAN を導入する場合、ネットワークエッジに高度なセキュリティ機能を配備することが不可欠になります。単に SD-WAN でダイレク
トインターネットアクセスを提供するだけでは不十分なのです。そこで必要になるのが、脅威対策が組み込まれたセキュア SD-WAN です。支社の
エッジは、企業 WAN を経由せずサービスに直接アクセスしますが、セキュア SD-WAN はこのようなエッジにセキュリティスタックを実装します。
MPLS ベースの WAN に適用されるダイレクトインターネットアクセスは、冗長接続アーキテクチャという特性を持っています。データセンター
接続の場合、重要度の高いアプリケーションは通常 MPLS ネットワークのみを横断しますが、ブロードバンドがこのようなアプリケーションの代
替パスとなります。同様に、MPLS ネットワークは今後もインターネットへの接続パスとして使用されると考えられますが、現在ではインターネッ
トブロードバンド接続に置き換わっています。

3

WHITE PAPER | フォーティネットのセキュア SD-WAN リファレンスアーキテクチャ

マルチパスコントロール
図 2 で説明した SD-WAN のコア機能からも、マルチパス制御が必要であることは明らかです。SD-WAN 仮想リンクは、MPLS 接続（青）、ブロードバン
ド接続（オレンジ）、IPsec トンネル（オレンジの点線）の 3 つで構成されます。セキュア SD-WAN ソリューションがソリューションの機能をフ
ルに活用するには、複数のアプリケーションを識別しなければなりません。セキュア SD-WAN
は、アプリケーションの識別とマルチパス環境の制御によって動的なアプリケーションステア
リングを行い、パケットやセッションを企業 WAN やマルチクラウド環境へとつながるパスで
伝送します。

SD-WAN

図 4：SD-WAN 仮想リンク

フォーティネットは、アプリケーションステアリングの主な戦略として、最高品質と最低限品質という 2 つの SLA（サービスレベル合意）を採
用しています。最高品質とは、選定した評価指標をベースに、パフォーマンスが 10% 以上高いパスを特定するものです。複数のパスが特定され、
その差異が所定のしきい値内である場合には、優先度の高いリンクが選択されます。
また、別の SLA 戦略を選択することも可能です。FortiGate は、SD-WAN ポリシーに含まれる各パスについて、パフォーマンス SLA で定義された
指標を評価します。プライマリパスが所定の SLA しきい値を満たしていない場合、FortiGate はトラフィックを代替パスに切り替えます。しきい
値を満たすパスがない場合には、FortiGate は優先度の最も高いパスを選択します。アプリケーションステアリングを支援する機能に、アクティブ
パス評価指標があります。ユーザー定義の SLA と組み合わせることで、SD-WAN ポリシーエンジンは、個々のアプリケーションのトランスポー
トに適したパスを特定します。
SD-WAN のルーティングはレガシーアーキテクチャよりも複雑ですが、静的ルーティングを使用することも可能です。セキュア SD-WAN 機能は、
動的なアプリケーションステアリングポリシーに基づいてルートやパスの選択を制御します。

WAN アーキテクチャの要件
ここでは、WAN アーキテクチャの近代化プロジェクトで求められる主な要件を定義します。要件はどれも馴染みのある内容かもしれませんが、IT
責任者や IT チームのメンバー以外の要件も盛り込む必要があります。
支社のユーザー体験の向上
エンドユーザー体験を測定し向上するには、支社のビジネスがどのような方法で行われるのかを理解することが重要です。IT / セキュリティには
検討すべき項目が数多く存在しますが、セキュア SD-WAN の設計を決定づけるビジネス推進要素も存在します。ビジネス部門の責任者やエンドユー
ザーと対話し、新テクノロジーが及ぼす影響を把握することは、IT / セキュリティプロジェクトのリーダーに大きなメリットをもたらします。
セキュア SD-WAN プロジェクトでは、支社でアプリケーションがどのように使用され、アプリケーションサーバーがどこにあるか（データセンター、
マルチクラウドなど）を把握することが鍵となります。その関係を図やマップで作成したら、パフォーマンスベースライン評価指標をアプリケー
ション毎に測定および特定し、それに基づいてビジネス部門にアプリケーションの優先順位付けを実施してもらいます。音声 / ビデオアプリケー
ションは、リアルタイム通信の要件を満たす上で優先度が高くなる傾向がありますが、これ以外にも、ビジネス目標を達成する重要なアプリケー
ションが存在します。評価指標の高いユースケースへの対応は、WAN アーキテクチャ近代化の検証において大きな役割を果たします。

運用コスト（OpEx）の削減
契約の更新や、シンプルな WAN 接続機能の採用によって、OpEx の月次支出を抑えることがで
きます。企業は、MPLS 回路の代わりに、低コストで高帯域幅のブロードバンド接続を活用する
ことが可能になります。
また、デバイス統合も、OpEx や CapEx（設備投資）を節減する方法の 1 つです。ダイレクトイン
ターネットアクセスを既に確立している企業も、SD-WAN の採用による近代化を進めています。
一部の企業は、複数のネットワーク / セキュリティベンダーが提供するまとまりのないソリュー
ションを支社エッジに実装していますが、これはコストのかかるインフラストラクチャアプロー
チです。セキュア SD-WAN デバイスは、ベンダーやソリューションを統合することで、OpEx

10 倍

MPLS から SD-WAN への移行が
もたらす削減効果 1

を節減します。
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WAN アーキテクチャのセキュリティ要件

主な要件のまとめ

完全に統合された NGFW（次世代ファイアウォール）がなければ、支社向けのセキュア SDWAN ソリューションは実現できません。サードパーティにセキュリティサービスを依存すると、

n

オンプレミスとクラウドのいずれにおいても OpEx を低減することはできません、また、コア

既存の WAN アーキテクチャと、そ
れがどのようにビジネス目標の達成

のセキュリティアーキテクチャとエッジのセキュリティアーキテクチャは、同じものではあり

を支援しているか把握する

ません。SMB（中小規模の企業）の保護において何十年もの実績を誇る UTM（統合脅威管理）
デバイスは、大企業の保護でも威力を発揮します。

n

WAN アーキテクチャの更新を通じ
て達成したいビジネス成果をリスト
アップする

n

WAN アーキテクチャの再設計がセ
キュリティに及ぼす影響を理解する

SSL
インスペクション

コンテンツ
フィルター

ボットネット アプリケーション レピュテー
対策
制御
ション

IPS

n

ウイルス
対策

既存の WAN アーキテクチャに費や
しているコストを特定する

図 5：セキュリティ要件

n

改善の計画と達成に向けてパフォー
マンスベースラインを確立する

UTM は、分散した企業支社サイトに十分なセキュリティ機能とサービスを提供できます。これ
には、NGFW、IPS（侵入防止システム）、SSL（Secure Sockets Layer）、Web コンテンツフィ
ルタリング、マルウェア対策ゲートウェイ、高度なルーティング機能などがあります。複数の
デバイスを単一の包括的なセキュア SD-WAN ソリューションに統合することで、図 5 で示す要
件を満たすことができます。
既存 WAN アーキテクチャの考察
既存アーキテクチャを正確に文書や図にまとめる作業の重要性は明らかですが、見過ごされるケースもあります。セキュリティアーキテクトは修
正作業に追われることも多く、WAN アーキテクチャを詳細かつ正確にまとめた文書を作成することは困難です。適切な近代化プロジェクトを提
案するには、WAN アーキテクチャを理解することが極めて重要です。

フォーティネットのセキュア SD-WAN ソリューションアーキテクチャ
フォーティネットのセキュア SD-WAN ソリューションは、複数のコンポーネントで構成されています。その構成コンポーネントには、FortiGate、
FortiManager、FortiAnalyzer、FortiDeploy があります。
FortiGate は、セキュア SD-WAN ソリューションの中核である FortiOS を実行します。FortiManager は、オーケストレーションと管理を行います。
FortiAnalyzer と FortiDeploy は、ソリューション全体を統合し、他のベンダーには真似できないソリューションを実現します。

複数のトランスポート手段

トランスポートオーバーレイ

セキュリティサービス

ネットワークとセキュリティの運用
FortiManager

Ethernet
スイッチ
MPLS

FortiAnalyzer

IPsec

ブロード
バンド

VLAN

FortiExtender

FortiGuard
Labs

FortiSandbox セキュリティ
レーティング
サービス

FortiSIEM

アプリケーションの識別

ゼロタッチ展開

アイデンティティ / アクセス管理

マルチクラウドのアプリケーションステアリング

WAN エッジ統合

FortiAuthenticator
FortiGate

FortiManager

FortiSSO

ルーター SD-WAN

NGFW

IPS

FortiGate

FortiDeploy

セキュア SD-WAN へのニーズ

Fortigate 次世代ファイアウォールの機能

SSL
コンテンツ
インスペクション フィルター

IPS

ボットネット アプリケーション レピュテー
対策
制御
ション

ウイルス セキュリティ
対策
プロセッサ

CIO
• デジタルトランスフォーメーションの実現
• アプリケーションの耐障害性と復旧
• 統合セキュリティインフラストラクチャ
• エッジデバイスの統合
• CapE および OpEx の低減

CISO
• 攻撃対象領域の可視化
• 複雑さの軽減
• レスポンスに要する時間の短縮
• コンプライアンス状態の可視化
• D&R の自動化
• セキュリティフレームワークの連携

図 5a：セキュア SD-WAN アーキテクチャのコンポーネント
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セキュア SD-WAN は、アーキテクチャや、企業のさまざまな職務責任者（CIO や CISO など）のニー
ズを満たすことを通じて、ビジネス成果を達成する必要があります。また、FortiExtender や
FortiAuthenticator といった他のフォーティネットソリューションが SD-WAN の枠を超えて拡張
する方法を理解することが重要です。これにより、支社全体を網羅するフォーティネット セキュ
リティ ファブリックを構築することが可能になります。
管理プレーン、コントロールプレーン、データプレーン
拠点数が 1 〜 3 の小規模な展開では、導入した FortiGate はそれぞれ管理 / コントロール / デー
タプレーンとして機能します。一般的に、セキュア SD-WAN コンポーネントの機能が充分に活
用されるのは分散型の環境です。このような環境では、図 6 で示すように役割が分割されます。

管理プレーン

オーケストレーション

コントロール / データプレーン

インターネット

IPv6 をサポートする
セキュア SD-WAN
あらゆるロードバランスモード、ヘ
ルスチェック、
ソースアドレス / ソー
スユーザー / ソースグループ / 宛先
アドレスのサービスルールをサポー
トします。

支社 1

分析
支社 2
MPLS

プロビジョニング

プライベート
クラウド 1

プライベート
クラウド 1

新たにリリースされた FortiOS
6.2 は多数の新機能が追加され、
既存の SD-WAN 機能を改善

図 6：セキュア SD-WAN アーキテクチャのコンポーネント

FortiGate は、オペレーティングシステムである FortiOS と同様に、セキュア SD-WAN ソリュー

新機能：

ションの基盤となるコンポーネントです。スタンドアロンで動作し、NGFW、高度なセキュリ

n

オーバーレイコントローラ VPN

n

帯域幅監視サービス

n

FEC（前方誤り訂正）

n

BGP 追加パスサポート

n

SLA ログ管理

n

複数の IPsec トンネルを単一の

ティ、SD-WAN をはじめとするさまざまな機能を提供します。あらゆる役割を果たす FortiGate
は、WAN エッジソリューションを単一の包括的なデバイスへと簡単に統合できます。また、ルー
ティングプロトコル（RIP、BGP、OSPF など）をサポートし、スポークまたはハブとして VPN
を組み合わせることもできます。プロトコルの最適化による WAN 最適化、バイト / オブジェク
トキャッシングを行い、アクセスレイヤーコントローラとして機能することも可能です。さらに、
FortiGate はパケットの優先度付けにより、輻輳時にはビジネスクリティカルアプリケーション
を優先的に処理します。
FortiGate のフォームファクター

インタフェースでサポート

分散型の環境向けの FortiGate は、物理アプライアンスである FortiGate 30E 〜 500E などから、
仮想マシン実装の FortiGate VM01 〜 VM16 まで、幅広いフォームファクターで提供されていま
す。Wi-Fi、3G、4G、LTE オプションに対応した小規模支社向けのアプライアンスも提供されて
おり、支社ソリューションをさらに統合することができます。
最も多くの採用実績を誇る支社向けデバイスは、FortiGate 60E モデルです。図 7 は、FortiGate
60E の仕様を示しています。
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図 7：FortiGate 60E の仕様

図 8 は、FortiGate 60E シリーズアプライアンスのパフォーマンスデータを示しています。
システム性能
ファイアウォールスループット（1518 / 512 / 64 バイト、UDP)

3 / 3 / 3 Gbps

ファイアウォールレイテンシ（64 バイト UDP パケット）

3μs

ファイアウォールスループット（パケット / 秒）

4.5 M pps

ファイアウォール同時セッション（TCP）

130 万

ファイアウォール新規セッション / 秒（TCP）

30,000

ファイアウォールポリシー

5,000

IPsec VPN スループット（512 バイト）

2 Gbps

ゲートウェイ間 IPSec VPN トンネル

200

クライアント - ゲートウェイ間 IPSec VPN トンネル

500

SSL-VPN スループット

150 Mbps

同時 SSL-VPN ユーザー（推奨最大値、トンネルモード）

200

SSL インスペクションスループット（IPS、avg. HTTPS）

135 Mbps

SSL インスペクション CPS（IPS、avg. HTTPS）

135

SSL インスペクション同時セッション（IPS、avg. HTTPS）

75,000

アプリケーション制御スループット（HTTP 64 K）

650 Mbps

CAPWAP スループット（HTTP 64K）

890 Mbps

仮想 UTM（VDOM：標準 / 最大）

10 / 10

FortiSwitch サポート数

16

FortiAP サポート数（合計 / トンネルモード）

30 / 10

FortiToken サポート数

500

FortiClient サポート数

200

高可用性（HA）

アクティブ / アクティブ、アクティブ / パッシブ、クラスタリング
図 8：FortiGate 60E シリーズの技術仕様

ほとんどのセキュア SD-WAN 支社環境では、IPsec トンネルを導入することで、支社サイト間、
支社とデータセンター間、支社とクラウド間で発生するパケット伝送を保護します。一般的な

SOC4 のリリース

支社の導入要件を考えた場合、2 Gbps の VPN スループットで、多くの支社で必要になる帯域

フォーティネットは先頃、SOC4 プロ
セ ッ サ を リ リ ー ス し ま し た。 こ の プ
ロ セ ッ サ は、FortiGate 100F シ リ ー ズ
に 搭 載 さ れ て い ま す。SOC4 は、SDWAN 機能の高速化を目的に設計された
業界で唯一の専用プロセッサです。

幅を十分提供できます。パケットのアプリケーションレイヤーを検証するアプリケーション制
御を実行しても、それによって低減するスループットはわずか 890 Mbps なので、支社の帯域
幅ニーズをサポートできます。SSL（Secure Sockets Layer）/ TLS（Transport Layer Security）イン
スペクションと IPS の対応で、135 Mbps が必要になります。
FortiGate 60E シリーズアプライアンスがこのように優れたパフォーマンスを発揮できる理由は、
フォーティネット独自の SOC3（System on a Chip）にあります。またこのほど、SD-WAN の
高速化を目的に設計された唯一の専用設計プロセッサである最新の SOC4 が登場しています。

世界初の SD-WAN ASIC：

現行の SOC3 は、FortiGate 60E シリーズセキュリティアプライアンスを高速化し、トップクラ

n

スのスループット、セキュリティおよびネットワーク機能の統合を実現しています。SOC3 は、

n

セキュアなネットワークパフォーマンスを、競合他社のセキュリティソリューションに搭載さ
れているエンタープライズクラス CPU の 2 倍以上に高めることができます。FortiGate 60E シ

n

リーズは、分散型エンタープライズファイアウォールのセキュリティとパフォーマンスをかつ
てないレベルにまで引き上げました 2。

n

最速のアプリケーションステアリング
WAN オーバーレイの
アクセラレーション
トップクラスの
セキュリティパフォーマンス
セキュリティ拡張のアクセラレーション
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仕様

FortiGate 60E

（SOC3 ASIC）

業界平均

FortiGate 60E を使用する分散型エンタープライズのメリット

（この価格帯が基準）

ファイアウォール

3,000 Mbps

630 Mbps

業界平均の 5 倍のファイアウォールスループット

IPSEC VPN

3,000 Mbps

275 Mbps

業界平均の 11 倍のスループットを誇る AES254 暗号化対応の VPN は、より多くのユー
ザーがパブリッククラウドアプリケーション安全にアクセスできる環境をサポート

IPS スループット

1,400 Mbps

300 Mbps

業界平均の 5 倍の IPS スループットで脅威対策を強化

SSL インスペクション

340 Mbps

45 Mbps

業界平均の 8 倍の SSL インスペクションスループットで、増加する SSL トラフィック
に対応

同時セッション

1.3 M

0.27 M

業界平均の 5 倍のセッション数でより多くのユーザーに完全なセキュリティのメリット
を提供し、生産性を向上

消費電力

5W

15 W

消費電力を 3 分の 1 に抑えることで、優れた拡張性を発揮

（AES256 および 1,400 バイト）

* 業界平均は、CheckPoint、Dell、Cisco Meraki のソリューションの価格帯別に算出

図 9：FortiGate 60E と業界平均の比較

支社エッジの要件の特定が完了したら、フォーティネットが提供する豊富な選択肢からニーズにあった製品を選択できます。
FortiGate ルーティング
セキュア SD-WAN を WAN アーキテクチャへと適切な方法で導入するには、パケットがサイト間をどのように伝送されるのかを把握する必要があ
ります。レガシーネットワークでは、静的ルートまたは BGP（Border Gateway Protocol）を使用して、サイト間の動的ルーティングを行ってい
る場合もあります。FortiGate は BGP を完全にサポートし、セキュア SD-WAN 環境にも対応します。

データセンターの共有ネットワーク

技術的なヒント
OSPF 領域

データセンター 1 の
ネットワーク

OSPF 領域

データセンター 1

トンネルインタフェース

データセンター 2 の
ネットワーク

データセンター 2

トンネルインタフェース

インターネット

トンネルインタフェース

トンネルインタフェース

トンネルインタフェース

トンネルインタフェース

トンネルインタフェース

FortiGate のモデル名における数字の違
いは、アプライアンスに搭載されてい
るストレージの容量の大小を表してい
ます。例えば、FortiGate 101F には 480
GB の SSD ストレージが実装されてい
ます。

支社

トンネルインタフェース

支社ネットワーク

図 10：クライアント側のセキュア SD-WAN と IPsec VPN
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図 10 は、プライベート領域内の BGP ルーティング環境を示しています。この例では、顧客は
インターネットを介した IPsec トンネルを使用して WAN に接続しています。AS 65500 はデー
タセンター、AS 65501 は支社に割り当てられています。データセンターネットワークは、デー
タセンターエッジの各 FortiGate NGFW を使用し、WAN を介して支社に送信されます。たとえば、
DCFW 1（図の左上にある FortiGate）は、10.200.1.0/24、10.200.0.0/24、10.200.3.0/24 にルー
ト情報を送信します。右上の FortiGate も、10.200.0.0/24 と 10.200.3.0/24 にルート情報を送信
しますが、10.200.1.0/24 ではなく、10.200.2.0/24 ネットワークに送信します。ネットワークは
それぞれのバックエンドにルート情報を送信し、その他には送信しません。両方への送信も可
能で、一部のシナリオで機能します。
BGP と動的ルーティングには、注意すべき点が 1 つあります。この例で示すように、複数のホッ
プ（ルーター）からルートを送信されるネットワークを導入するケースがあります。このよう
なルーティングアーキテクチャでは、非同期ルーティングに注意し、対応する必要があります。
特に、ファイアウォール機能でセッション（リバースパスフォワーディング、スプーフィング

技術的なヒント
ベストプラクティスでは、静的なバッ
クホールルートを作成し、宛先を各支
社ネットワーク（またはすべての支社
を網羅できる規模）に設定します。デー
タ セ ン タ ー の FortiGate NGFW が 一 時
的に支社ネットワークとの接続を失っ
た 場 合 に は、 接 続 が 復 旧 し ル ー ト が
BGP で集約されるまでの間、支社ネッ
トワーク宛てのトラフィックはバック
ホールに送信されます。

対策など）を実行するセキュア SD-WAN 環境が、これに該当します。
クライアント側からは、FortiGate は 10.0.0.0/24 ネットワークにルート情報を送信します。デー
タセンター FortiGate NGFW は、自身のルーターへのルート情報送信に加えて、ルートリフレク
ターとしての役割も果たします。これにより、他のメンバー（支社）に、メンバーからのルー

専門用語の解説

ト更新を通知することができるため、各支社が他のすべての支社にルート更新を通知する必要
がなくなります。ただし、WAN 全体でのルート更新を行うため、不要なオーバーヘッドトラ
フィックや遅延が発生する原因になります。また、実際に問題になることは稀ですが、大規模
なネットワークではコンバージェンスに要する時間とメモリ使用量に注意が必要です。
図では OSPF（Open Shortest Path First）が記載されていますが、FortiGate はこのバックエンド
のデータセンター間ルーティングスキーマに参加しません（しかしながら、FortiGate は OSPF を
サポートします）
。セキュア SD-WAN プロジェクトの開始にあたり、社内ネットワークアーキテ
クチャチームは、ルーティングスキーマがサポートされていること、そして適切に設計されてい

アンダーレイトランスポート
一般的に FortiGate デバイスに接続され
ている回線の物理的なトランスポート
です。アンダーレイインタフェースと
FortiGate の物理インタフェースの間に
は、1 対 1 の関係があります。これには、
MPLS、ブロードバンド、Ethernet を介
した 4G / LTE 接続などがあります。

ることを確認する必要があります。
管理者とエンジニアは、SD-WAN 仮想 WAN リンクを使用するルートの設定を行う必要がありま
すが、FortiGate はメンバーインタフェース向けの各ルートをルーティングテーブルにインストー
ルします。これらのルートはそれぞれアクティブで、共通した属性（宛先アドレスとサブセット、
距離、優先順位）を持っています。これによって FortiGate NGFW は、インタフェースのダウン
時に個々のルートを削除し、すべてのトラフィックを残りのメンバーのインタフェースにリダ
イレクトすることで、SD-WAN メンバーに影響が及ばないようにします。

オーバーレイトランスポート
アンダーレイトランスポートを使用す
る仮想インタフェースです。オーバー
レイトランスポートには、1 対多（物
理インタフェースとオーバーレイイン
タフェース）の関係があります。これ
に は、IPsec ト ン ネ ル と VLAN イ ン タ
フェースなどがあります。

WAN パス（SD-WAN インタフェース）
FortiGate セキュア SD-WAN ソリューションの多くは、単一の仮想 WAN リンクに集約された自
律的なアンダーレイ / オーバーレイインタフェースで構成されます。

MPLS

プライベート
クラウド

支社
MPLS アンダーレイ
ブロードバンドアンダーレイ

ブロードバンド
マルチクラウドおよび
インターネット

オーバーレイ IPSecVPN

図 11：SD-WAN インタフェースのメンバー（オーバーレイとアンダーレイ）
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図 11 では、固有の 4 つのインタフェースが支社の FortiGate で定義されています。物理的には、
接続は 2 つあります（WAN1 と WAN2）。1 つは MPLS ネットワークへの接続、もう 1 つはブロー
ドバンドプロバイダーを介する接続です。ところが、この企業は IPsec オーバーレイインタフェー
スを 2 つ確立しています。それぞれが物理オーバーレイへとトネリングしています。使用可能
なインタフェースは合計 4 つあり、FortiGate 仮想 WAN リンクのメンバーになっています。こ
の企業は、プライマリ / セカンダリパスの構成や、複数のパスを集約して帯域幅を増強する方法
を選択することも可能です。
FortiGate NGFW では、アンダーレイとオーバーレイにかかわらず、定義されたすべてのインタ
フェースを SD-WAN 仮想 WAN リンクのメンバーにすることができます。FortiOS 6.x では、仮
想ドメイン（VDOM）はそれぞれ、
1 つの SD-WAN 仮想 WAN リンクまたは SD-WAN インタフェー
スを持っています。1 つまたは複数の支社サイトに VDOM を導入する場合、設計チームは、SDWAN 機能が複数の外部 WAN パスを利用できるように VDOM 間ルーティングを設計する必要が
あります。

技術的なヒント
FortiGate 内 の イ ン タ フ ェ ー ス を す べ
て SD-WAN 仮 想 WAN リ ン ク に 追 加
する必要はありません。非参加のイン
タ フ ェ ー ス を 除 外 す る 方 法 と し て、
FortiGate は、拒否のための暗黙的ルー
ルの設定をサポートします。これによ
り、 ト ラ フ ィ ッ ク が SD-WAN イ ン タ
フェースへのルーティングを意図され
ない限り、SD-WAN ポリシーベースの
ルーティングルールはトラフィックの
マッチングを行いません。

管理者は、仮想 WAN リンクメンバーのインタフェースを少なくとも 2 つ指定しなければなりま
せん。ファイアウォールポリシーや静的ルートが既に参照しているインタフェースをメンバー
インタフェースとして追加することはできないため、FortiGate の初期設定の早い段階で SDWAN の構成を行う必要があります。
仮想プライベートネットワーク接続
VPN 接続は、セキュア SD-WAN の導入において極めて有効です。VPN トンネルは、複数あるアンダーレイインタフェースのいずれかのレベルに
存在することがあり、オーバーレイインタフェースとして機能します。

プライベート
クラウド

支社

図 12：IPsec オーバーレイインタフェース

図 12 では、アンダーレイインタフェースが 2 つあります（WAN1 と WAN2）。この 2 つのインタフェースから、支社の FortiGate 上に 4 つのオーバー
レイインタフェースが作成されています。IPsec トンネルを使用するアンダーレイインタフェース間には、フルメッシュ接続が構成されています。
この例では、SD-WAN 仮想 WAN リンクに対して、アンダーレイインタフェース 2 つとオーバーレイインタフェース 4 つ、合計 6 つのインタフェー
スを追加することができます。
FortiGate は、IPsec トンネルとアーキテクチャへの接続として、一般的なハブ & スポーク、部分メッシュまたはフルメッシュ VPN アーキテクチャ
など、数多くの接続をサポートします。図 13 は、一般的なハブ & スポークの VPN アーキテクチャを示しています。

支社

支社

本社

支社

支社

図 13：ハブ & スポーク WAN（VPN）アーキテクチャ
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このアーキテクチャでは、サイト間パスはハブを経由しています。さらに、レガシー WAN 環境
では、すべてのトラフィックがハブを通過します。しかしながら、WAN エッジの近代化によっ
て個々の支社サイトがダイレクトインターネットアクセスに対応できるようになります。これ
により、Secure SD-WAN は企業のデータセンターとマルチクラウド環境のいずれのアプリケー
ションでも、パスの選択を最適化してアプリケーションのパフォーマンスと可用性を向上しま
す。部分メッシュまたはフルメッシュにより、支社サイトには直接的な相互接続が実装されま
す。FortiGate が備える ADVPN（自動検出 VPN）は、ハブサイトの支援によって、スポークサ
イト間のダイレクト VP で動的ネゴシエーションをオンデマンドで実行します。一般的に、他

技術的なヒント
FortiOS 6.2 では、FEC（前方誤り訂正）
を IPsec VPN メンバーに追加すること
で、ビジネスクリティカルなアプリケー
ション（音声とビデオなど）のパケッ
トロス率を低減します。

のスポークからルートを取得するためにルーティングプロトコルを使用する必要がありますが、
FortiGate はハブの役割を果たすことで各スポークのネットワーク情報を保持し、2 つのスポー
ク間の直接接続を可能にしながら、ルートを通知することができます。
FortiGate IPsec トンネルの構成が完了したら、SD-WAN 仮想 WAN リンクのメンバーとしてインタフェースを追加します。これによって、
FortiGate は SD-WAN 仮想 WAN リンクの一部としてパフォーマンス SLA、SD-WAN ポリシー、セキュリティポリシー、優先順位を活用できるよ
うになります。
統合型 NGFW
フォーティネットのセキュア SD-WAN 最大のメリットは、NGFW 機能の統合です。他のソリューションアーキテクチャ（サードパーティへのオ
フロード、クラウドへのトンネリングなど）も実用的ではありますが、SD-WAN は WAN エッジの制御と最適化に重点を置いています。このため、
限られた予算の中でエッジでの制御を最大限に強化できます。FortiGate は、制御とコストのいずれの要件も満たしており、ユーザーの期待を上回
るソリューションです。

次世代ファイアウォールの先進機能

SSL
インスペクション

コンテンツ
フィルター

ボットネット アプリケーション レピュテー
対策
制御
ション

IPS

ウイルス
対策

図 14：セキュリティ要件

支社エッジにおいて SD-WAN とセキュリティ機能を完全に提供し、コストの高い帯域幅を節約する FortiGate セキュア SD-WAN は、抜群の低コス
ト、高パフォーマンス、高度なセキュリティ機能を誇ります。SD-WAN および WAN エッジの近代化においては、FortiGate NGFW の主な機能のアー
キテクチャをぜひご検討ください。
すべての FortiGate アプライアンスが提供する最大の価値は、SOC3 によってもたらされます。この専用設計のセキュリティプロセッサは、パフォー
マンスと拡張性を大幅に向上することで、最速のネットワークセキュリティアプライアンスを実現しています。急増を続ける帯域幅ニーズに常に
対応でき、セキュリティがネットワークパフォーマンスに影響を及ぼすこともありません。フォーティネットのセキュリティプロセッサは、パケッ
ト処理とコンテンツスキャン機能の特定領域を高速化します。このカスタマイズされたテクノロジーは、パフォーマンスを低下させることなく、
複数のセキュリティアプリケーションを実行します。SD-WAN と高度なセキュリティ機能を同じアプライアンスで実行すると同時に（統合）、こ
れまでと同じコストを維持することができ（OpEx の節減）、パフォーマンスが低下することもありません。

パケット
処理

ポリシー
管理

コンテンツ
インスペクション

最適化

図 15：FortiGate PPP（パラレルパスプロセシング）

11

WHITE PAPER | フォーティネットのセキュア SD-WAN リファレンスアーキテクチャ

図 15 では、セキュリティプロセッサを使用することで、パケットサイズにかかわらず、ファイアウォールスループットが 1 Gbps から 1 Tbps へ
と拡張されています。フォーティネットのパラレルパスプロセシング（PPP）アーキテクチャは、パケットフロー内で使用可能な高性能ハードウェ
ア / ソフトウェアリソースを最適化することで、レイテンシを極めて低く抑え、スループットを最大化します。
FortiGate は、その中心で動作するステートフルなパケットフィルター（ファイアウォール）を備えており、支社エッジからのセキュアなセッション
ベースの接続を実現します。FortiGate は、支社エッジでセキュリティと WAN パスコントロールを提供する包括的なセキュア SD-WAN ソリュー
ションです。
ファイアウォールポリシーとは、アイデンティティベースのきめ細かいセキュリティポリシーを適用する機能です。SD-WAN の導入では、
FortiGate セキュリティポリシーを簡単に実装できます。ポリシー内で SD-WAN インタフェースを識別することのみが必要で、仮想 WAN リンク
メンバーで個別にルールを設定する必要はありません。このポリシーはすべてのメンバーに適用されるため、FortiGate や FortiManager を区別せず、
SD-WAN とセキュリティ機能を 1 つのインタフェースに統合できます。支社エッジに高度なセキュリティ機能を実装できることに加えて、きめ細
かい認証やアクセス制御が可能になります。
アプリケーション制御は、SD-WAN の動的なアプリケーションステアリングにおいて不可欠な機能ですが、セキュリティにおいても重要な役割を
果たしています。たとえば、Dropbox などのクラウドリポジトリからのファイルダウンロードは許可するが、アップロードは許可しない企業のケー
スを考えてみましょう。この場合、SD-WAN インタフェースで、SSL インスペクション、アプリケーション制御、セキュリティポリシーを組み合
わせる必要があります。
SSL インスペクションがないと、デバイスはセッションのアクティビティを特定できません。アプリケーション制御がなければ、エッジデバイス
はアプリケーションを迅速に特定できないため、セッションをルールに割り当てることができなくなります。アプリケーションとユーザーのアク
ティビティを識別できたとしても、ファイアウォールルールベースがなければ、きめ細かいアイデンティティベースのセキュリティポリシーを適
用することは不可能です。つまり、この 3 つの機能を組み合わせることで、WAN パスの正確な制御だけでなく、IPS、マルウェア対策、URL フィ
ルタリングといった高度なセキュリティ機能を利用できるようになるのです。
さらに、FortiGate はファイルのサンプルを FortiSandbox にオフロードし、ゼロデイマルウェア対策を講じます。FortiGate は、完全な単一のセキュ
リティスタックを提供します。

スタンドアロン

FortiGate 次世代ファイアウォール

ファイアウォール /
VPN

高度な脅威検知
脅威の阻止

侵入防止（IPS）

NGFW

Web プロキシ
ウイルス対策
Web フィルター

ファイアウォール アプリケーション
VPN
制御

侵入防止

マルウェア
対策

URL
フィルタリング

サンドボックス

SSL
インスペクション

サンドボックス
SSL
インスペクション

専用設計のセキュリティプロセッサが最高レベルのパフォーマンスを実現

図 16：スタンドアロンと FortiGate セキュリティアーキテクチャの比較

スタンドアロンの支社エッジ戦略には、多額のコストがかかります。フォーティネットは、この 7 つの機能をすべて 1 つの FortiGate フォームファ
クターに統合します。競合他社を凌ぐパフォーマンスを実現し、フォーティネット独自の FortiGuard Labs のグローバルな脅威リサーチおよびレ
スポンスチームに脅威インテリジェンスを提供します。
SD-WAN のパケット最適化
レガシー WAN アーキテクチャには、QoS（サービス品質）が含まれるのが一般的です。MPLS ネットワークには低帯域幅接続が存在するため、
支社によっては接続が低速になります。一部の支社には十分な帯域幅が提供されるものの、やはり重要度の高いビジネスアプリケーションを保
護するためには QoS 機能が必要になります。一般的に、このようなアプリケーションには音声（VoIP）やビデオなどが含まれ、エッジデバイス
（ルーター）で識別することによって、WAN を介して優先的に伝送されます。さらに FortiGate は、デフォルトの優先バケットや DS（Differentiated
Service）マーキングをはじめとするパケットシェーピング機能も備えています。輻輳によってインタフェースの全体的なパフォーマンスが低下し
た場合、優先度の高いビジネスアプリケーションは特定の仮想 WAN リンクメンバーインタフェースを優先的に通過できます。
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管理とオーケストレーション
FortiManager は、セキュア SD-WAN の支社エッジデバイスの管理とオーケストレーションを一

技術的なヒント

元化します。FortiManager は、オンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウドな
どに設置できますが、場所を問わず、各 FortiGate デバイスへの接続の維持、パフォーマンス
SLA の監視、グローバル接続の一元的な可視化を行います。また、セキュリティポリシー設定、
SD-WAN ポリシー設定、パフォーマンス SLA の定義に活用できるテンプレートも提供されてい
ます。
セキュア SD-WAN の管理者は、FortiManager だけで環境全体を制御できます。API とセキュリティ
ファブリック コネクタを柔軟にサポートする FortiManager は、組織内のワークフローへのシー

サ イ ト 間 VPN ト ン ネ ル（FortiGate ま
たは FortiManager を経由）の設定には、
IPsec VPN テンプレートを使用します。
トンネルネゴシエーションには数多く
の設定オプションがあるため、テンプ
レートを使用することで設定ミスを回
避できます。

ムレスな統合に対応します。

図 17：FortiManager の地理的な監視

ゼロタッチ展開
FortiManager は、ZTD（ゼロタッチ展開）においても重要な役割を果たします。ZTD キーを追加すると、デバイスは ZTD デバイスとして
FortiDeploy システムに登録されます。さらにユーザーは、FortiManager がルーティング可能な IP アドレスを FortiDeploy システム内で特定します。
新規デバイスを接続し、Ethernet 経由でインターネット接続すると、FortiGate は自動的に問い合わせを行い、FortiManager IP アドレスを取得して、
即座に FortiManager への接続を要求します。

接続
デバイスを接続
問い合わせ
FortiCloud 内の
FortiDeploy サービスに
問い合わせ
構成
FortiManager から
デバイス全体を構成
支店

図 18：フォーティネットのゼロタッチ展開プロセス

デバイスが認証されると、FortiManager は構成テンプレートを各デバイスにプッシュします。これにより、セキュリティと SD-WAN 機能が支社
で完全に設定されます。
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まとめ
フォーティネットは、包括的なセキュア SD-WAN ソリューションを FortiGate で提供することにより、必要な WAN エッジアーキテクチャを簡素
化します。FortiOS 搭載の FortiGate は、静的プロトコルと動的プロトコルの両方をサポートするルーティング機能を備え、支社エッジにある多数
のデバイスを統合します。さらに、FortiGate は SPU を搭載しているため、パフォーマンスを犠牲にすることなく、複数のデバイスで構成される
セキュリティアーキテクチャをリプレースできます。また、
SD-WAN コア機能では、すでに豊富な実績のあるパフォーマンスと管理性を発揮します。
FortiGate は、ネットワークとセキュリティアーキテクチャを 1 つに統合し、優れた堅牢性、導入の簡素化、管理の簡素化を実現する唯一のセキュ
ア SD-WAN ソリューションです。

1
2

フォーティネットの社内リサーチとテストに基づく。
同上。
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