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さまざまな業種の企業が、デジタルトランスフォーメーションとイノベーションを実現する鍵として 5Gテクノロジーとそのサー
ビスを検討しています。

非パブリックモバイルネットワークであるプライベートモバイルネットワークを利用することで、企業に固有のニーズ、ユースケー
ス、プライバシー、管理、制御に合わせて設計された 5Gテクノロジーのメリットが得られます。

調査では、プライベートモバイルネットワークへの支出が今後増加し続けることが示されています。ABI Researchは最近、5Gの
プライベートネットワークと共有企業ネットワークへの支出が今後約 15年間でパブリックモバイルネットワークへの支出を超え
ると推定しています 1。

プライベートモバイルネットワークは 5Gの重要なユースケースであるため、特に各業種の企業がデジタルイノベーションとイン
ダストリー 4.0を進めるにつれて、MNO（モバイルネットワーク事業者）の重要なサービスとなる必要があることが明白です。

パブリック 5Gのインフラストラクチャやサービスとは関係なく、企業が法的かつ実際に独自の 5Gプライベートネットワークを
構築できることは、MNOにとって脅威であるとともにビジネスチャンスでもあります。

	n 脅威：包括的なプライベート 5Gネットワークサービスを提供しない場合、収益損失と成長鈍化が生じる可能性がある。

	n ビジネスチャンス：包括的なプライベート 5Gネットワークサービスとそれを支えるエコシステムによって、収益と成長を
促進しながら、5Gにおいて競合他社との真の差別化を行うことができる。

プライベートモバイルネットワークの構築が進むにつれて、新たなユースケースが加わり、イノベーションと効率化が促進され、
プライベートモバイルネットワークはインダストリー 4.0を実現する重要な接続テクノロジーの 1つとなります。ネットワーク、
サービス、アプリケーション、データ、およびエコシステムパートナーの可用性、継続性、プライバシー、および完全性を確保す
るために、企業とMNOの両方がサイバーセキュリティを最優先事項とする必要があります。

プライベートモバイルアーキテクチャとサイバーセキュリティ

5Gプライベートネットワークは、2つの主要なアーキテクチャファミリーで実装することが可能です。このファミリーのそれぞ
れが、サイバーセキュリティリスク、オーナーシップ、およびソリューションに直接影響します。以下の図 1に示すように、MNO
に依存しないアーキテクチャとMNOに依存するアーキテクチャでは、パブリック 5Gインフラストラクチャ、コンポーネントの
物理的なロケーション、およびオーナーシップと管理に関して依存度が異なります。

図 1：5Gプライベートネットワークコンポーネントとパブリック 5Gネットワークリソースの関係性
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パブリック 5Gネットワークリソースへの依存度は、企業とMNOのいずれの場合も、複雑さや俊敏性、制御などの要素に大きく影響します。
ただし、これらの影響は企業とMNOで異なることがあります。また、実装する適切なプライベートネットワークアーキテクチャを選択
する際に、デプロイメント固有のユースケース要件に加えて、これらの影響も考慮する必要があります。
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5Gプライベートネットワークのサイバーセキュリティリスクとソリューション

プライベートモバイルネットワークの展開に利用できる複数のアーキテクチャが存在します。これらのアーキテクチャは、国ごとの周
波数規制や周波数割り当てに加えて、企業 / 業種の要件やユースケースに応じて異なります。いずれのアーキテクチャでもサイバーセ
キュリティリスクが生じ、MNO、企業、または両者がリスクを最小限に押さえる必要があります。

アーキテクチャに関係なく、5Gプライベートモバイルネットワークのセキュリティを確保することは、企業とMNOの両方にとって
重要であると見なす必要があります。次の表は、セキュリティ目標と主要サービスを含め、プライベート 5Gモバイルネットワーク向
けのフォーティネットセキュリティソリューションの概要を示しています。フォーティネットのソリューションは、サイバー攻撃とリ
スクが生じた場合でも、保護とサービスの完全性、プライバシー、可用性、および継続性を提供します。

図 2：プライベートネットワークアーキテクチャに関する主な考慮事項（ユースケース要件以外）

セキュリティ 
プラットフォーム

フォーム
ファクター 目的 セキュリティプラットフォームサービス

FortiGate 物理（PNF）

仮想（VNF）

プライベート RAN（gNB）
からコアへの通信を保護

	n gNB認証

	n gNBからコアへの VPNターミネーション

	n ユーザープレーン（GTP-U）のディープインスペクション脅威防御

	n SCTPファイアウォール

	n L4～ L7ファイアウォールによるコア保護

プライベートネットワーク
を IoTシグナリングストー
ムから保護

	n N4モニタリングと併せて、N3でトンネルとセッションのレートを制限

	n N3で不正なセッションをブロック

	n 再接続のストームをブロック

プライベートネットワーク
を PDN / インターネット
に起因する脅威から保護

	n IPSサービスとアンチウイルスサービス

	n L4～ L7ファイアウォールによる、PDN / インターネットの脅威からの保護

	n URLフィルタリングとアプリケーションプロトコル

	n ボットの軽減

プライベートネットワーク 
から PDNへのアドレス 
接続

	n IPv4 - IPv6ネットワークアドレス変換

企業の視点

E2Eスライシング

RAN / CPの共有

RANの共有

MNOへの依存性

弱   　　　　強

カスタマイズ カスタマイズ俊敏性 俊敏性制御 制御複雑さ 複雑さ

弱   　　　　強

E2Eスライシング

RAN / CPの共有

RANの共有

MNOへの依存性

MNOの視点



WHITE PAPER  |  5Gプライベートモバイルネットワークのセキュリティ保護

4

図 1に示すように、MNOにまったく依存しないセキュリティ保護されたプライベートネットワークは、必要な RAN、制御プレーン、デー
タプレーン、MECといった各コンポーネントを企業のオンプレミス側ですべて備えています。使用される 5G周波数にはライセンスとアン
ライセンスがあり、プライベートネットワークの構築、運用、管理を事業者が行う場合は、MNOのライセンスの 5G周波数を使用します。

プライベートネットワークサービスおよび実装するユースケースに基づいて、パケットデータネットワークへの接続、企業のデータセン
ター向けおよびパートナーや業者のシステム / アプリケーション向けのインターネット接続、パブリッククラウド接続、合法的傍受、お
よびその他の相互作用が必要になる可能性があります。

MNOに依存しないプライベートモバイルネットワークアーキテクチャ

このオプションでは、プライベート5Gネットワークとパブリック5Gネットワークの関係はまったくありません。このようなデプロイメン
トは、企業、MNO、またはモバイルテクノロジーベンダーがそれぞれあるいは連携することによって、構築および管理することが可能で
す。ただし、複雑さや、技術的知識の不足のために、企業が独自に実装することは除外される場合が多いです。

図 3：MNOに依存しないセキュリティ保護された 5Gプライベートネットワークアーキテクチャ
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フォーティネットのソリューションでは、以下を保護するように FortiGateおよび FortiWebによってオンプレミスにセキュリティが
実装されます。

	n プライベート RANとコアを分離し、発生する攻撃を軽減：このアーキテクチャでは、プライベート 5Gネットワークのプライベー
トネットワークコンポーネントはすべて完全に分離されますが、感染した UEや内部脅威をリスクと見なす必要があります（プライ
ベート5G RANがパブリック5Gネットワークへのアクセスを提供する必要があることを法律で規定している国もあります。このアー
キテクチャでは示されていませんが、この状況では、プライベートからパブリック 5Gネットワークへの接続が必要となります。また、
制御プレーンとユーザープレーンの両方について、プライベート RANからコアへの仮想プライベートネットワーク（VPN）とパブリッ
ク RANからコアへの仮想プライベートネットワーク（VPN）とで、セキュリティが完全に分離されている必要があります）。

	n UE / IoT起因の脅威に対するセキュリティ：シグナリングストーム、感染デバイス / 正常動作しないデバイス、（IoT）ボットからの
保護などが対象となります。

	n 外部パブリックデータネットワーク（PDN）接続が必要な場合は、PDN / インターネット起因の既知および未知の脅威から保護す
るために次世代ファイアウォール（NGFW）サービスが適用されます。

	n プライベートネットワークのMECなどにおける IoTやアプリケーションエコシステムに対して、アプリケーションレベルの保護が
提供されます。

	n MECアプリケーション、外部 API（アプリケーションプログラミングインタフェース）ベースのアプリケーション、およびサードパー
ティ統合に対して、APIセキュリティが提供されます。

企業、パートナー、またはMNOは、セキュリティをプライベートモバイルネットワークの一部とし、マネージドサービスとして実装
および管理できます。

MNOに依存するプライベートモバイルネットワークアーキテクチャ

このファミリーでは、図 1に示したように、必要となるパブリック5Gリソースの量に応じてアーキテクチャが異なります。これらのアー
キテクチャは、事業者が展開して顧客と共同で管理する可能性が最も高いです。以下に、このカテゴリで使用可能なアーキテクチャを
いくつか示します。

RAN共有のプライベートモバイルネットワークアーキテクチャ

このアーキテクチャでは、RANでスライシングを実装することにより、RAN（企業のオンプレミス内の gNB）をプライベート 5Gネッ
トワークとパブリック 5Gネットワークが共有します。これには、以下が含まれます。

	n プライベートスライス：プライベートネットワークのすべての UE / IoTデバイスの制御プレーンとデータプレーンのトラフィック
はプライベートネットワーク内に留まり、プライベートネットワークのコンポーネントによって送信されます。

	n パブリックスライス：パブリックネットワークの UE / IoTデバイスの制御プレーンとデータプレーンのトラフィックは企業のオン
プレミスを離れて、MNOのパブリック 5Gネットワークによって送信されます。

すべてのアーキテクチャに見られるように、プライベートネットワークおよびMECへの外部PDN接続が必要になる可能性が高いです。

図 4：RAN共有の 5Gプライベートネットワークアーキテクチャ
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MNOに依存しないアーキテクチャで説明したセキュリティ実装に基づいて、プライベートネットワーク上でパブリック RANスライ
スに起因する攻撃から保護しながらデータ流出を防ぐように、プライベートとパブリックの制御プレーンとデータプレーンの VPNの
分離とディープパケットインスペクションに特に注意する必要があります。

フォーティネットのソリューションでは、表 1に示すように、FortiGateと FortiWebが企業のオンプレミスに展開され、必要となる
セキュリティの可視性とセキュリティ制御が提供されます。

RANおよび制御プレーン共有のアーキテクチャ

このアーキテクチャでは、RAN（企業のオンプレミスに配置）と制御プレーンはMNOのパブリックネットワークによって提供され、
専用のプライベートスライスによってパブリックの RANおよび制御プレーンから論理的に分離されます。そのため、企業のデータを
社内に保持し、パブリックMNOネットワークから分離することが可能です。

UPFや外部アプリケーション機能（AF）などのプライベートネットワークコンポーネントと制御プレーン機能の統合をセキュリティ
保護する必要があります。そのためには、以下の図 5に示すように、コアクラウドに FortiGateプラットフォームをデプロイメントし
ます。FortiGateはマルチテナントをサポートしているため、単一の FortiGate VNF / PNFを使用し、複数のプライベート RANスラ
イスやプライベート制御プレーンスライスに対して、コアセキュリティに RANを実装することが可能です。

制御プレーン機能はパブリックネットワークで実行されるため、制御プレーン機能によって、MNOパブリックネットワークコア（UDM
内）に格納されている UE / IoTデバイス情報など企業の機密データが漏洩する可能性があることに注意してください。そのため、こ
のアーキテクチャでは、MNOが制御と機密性を確保する必要があります。

データプレーン機能とMECは企業のオンプレミスに配置されるため、超低遅延が必要となるユースケースやアプリケーションの適用
が可能になります。

エンドツーエンドのスライスによるプライベートモバイルネットワークアーキテクチャ

このアーキテクチャでは、企業のプライベートモバイルネットワークは、パブリック 5Gインフラストラクチャ上でエンドツーエンドの
単一のネットワークスライス（または複数のスライス）によって提供される論理的なネットワークです。ローカルの UE / IoTデバイスに
対応するために、gNBのみが企業のオンプレミスに展開されます。低遅延のアプリケーションとユースケースに対応するように、MEC
と UPFは企業にできるだけ近い場所で提供され、社内で提供されることもあります。

図 5：RANおよび制御プレーン共有の 5Gプライベートネットワークアーキテクチャ
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図 6：エンドツーエンドのスライスによる 5Gプライベートネットワークアーキテクチャ

1  ABI Research、2020年

5Gプライベートネットワークを共有のパブリック 5Gネットワーク上で論理的に提供する場合、制御プレーンとデータプレーン、および
MECベース / 外部AFとのAPI相互作用を利用できるようにし、セキュリティ保護する必要があります（フォーティネットのソリューション
では、FortiGateと FortiWebがこれを処理します）。このことは、プライベートネットワークのセキュリティと共有のパブリック 5Gネッ
トワークのセキュリティを確保するために重要です。セキュリティの観点から見ると、このアーキテクチャは、MNOに依存しないアー
キテクチャの「ミラーイメージ」と見なすことができ、MNOがプライベート 5Gモバイルネットワークのセキュリティ保護に最大の責任
を負います。

終わりに

プライベート 5Gネットワークは 5Gの明確な早期ユースケースとなっていますが、適切なセキュリティが適用されないと、プライベー
ト 5Gネットワークの成長は妨げられることになります。MNOが市場シェアと収益を獲得するためには、プライベート 5Gに対する各業
種のニーズに対応できるように、高い柔軟性とセキュリティを備えたアーキテクチャとサービスを提供する必要があります。

フォーティネットのソリューションは、幅広いアーキテクチャとユースケースに適用できる共通のセキュリティソリューションを備えて
おり、5Gプライベートネットワークの一部として、またはマネージドセキュリティサービスセットとして、MNOが企業にとって重要な
セキュリティ要件を満たすことができるようにします。
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インターネット

企業 MNOパブリック 5Gネットワーク

エッジクラウド コアクラウド

パブリック 
RANスライス

プライベート 
RANスライス

制御プレーン 
機能

ユーザープレーン 
機能

ユーザープレーン 
機能

N2（パブリックスライス制御プレーン）

N3（プライベートスライス制御プレーン）

N3（パブリックスライスユーザープレーン）

N3（プライベートスライス 
ユーザープレーン）

インターネット

プライベート 
MECスライス

プライベート 
UDM


