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概要
組織のアプリケーションを取り巻く環境は常に変化しています。
現在のネットワーク ・トラフィックの多くは、HTTP とHTTPS が
占めています。IP ネットワークを利用した音声、動画、データの
収束やアプリケーションのWeb化によってネットワークとデータ・
センターのトラフィック ・パターンは変化し、セキュリティと制
御のためにアプリケーションを高度に認識するインフラストラク
チャが必要とされています。この文書では、アプリケーションを
認識するトラフィック ・ビジビリティの必要性、および詳細なセ
キュリティ検査サービス ・ツールに対するそのメリットについて
説明します。 

アプリケーションの識別と優先順位に対する
レガシー ・ アプローチの課題
アプリケーション ・ ビジビリティに対するポートベースのアプロー
チの限界
現在、アプリケーションの大半は社内外を問わず、Web サービス
として提供されるようになりました。そのため、アプリケーショ
ン ・トラフィックが指定のポートに転送されていたときと同様に、
ネットワークとアプリケーションを最適化するデバイスとセキュリ
ティ ・アプライアンスによってWeb トラフィック ・ストリームを
詳細に解析する必要があります。Web を単一のトラフィック ・ク
ラスとして扱っていては、セキュリティとパフォーマンスを十分
に管理することはできません。これまでは、ドメイン名やURL に
よって、優先度の高いドメイン、優先度の低いドメイン、禁止され
ているドメインなどを区別するだけで十分でした。しかし、アプリ
ケーションから共有ドライブまで、社内外のほとんどすべての通信
にWeb プロトコルを使用している現在では、URL で区別するだけ
では十分とはいえません。 

また、これまで、送信先のポートとプロトコルに基づくアプリケー
ションの一致に使用してきたたセキュリティ ・アプライアンスも
十分でした （図2 参照）。従来のファイアーウォールでは、ポー
ト番号に基づいてトラフィックの許可と拒否を決めることができ
ました。たとえば、TCP ポート80 に転送されたトラフィックは
HTTP トラフィックと判断され、必要なセキュリティ検査を受け
ていました。現在では、数百のアプリケーションが同じTCP/UDP
ポート、特にポート80 やその暗号化バージョン、ポート443 に転
送されるため、レイヤー4 のポートだけでは判断できません。各ア
プリケーションの詳細な情報がなければ、ファイアーウォール、ア
プリケーション ・パフォーマンス監視デバイスまたはサービスな
どのネットワーク ・エレメントで適切に判断して対応することが
できなくなったのです。
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図 1: アプリケーションのセキュリティと制御に不可欠なアプリ
ケーション ・ ビジビリティ

図 2: ポートベースのアプリケーション ・ ビジビリティの限界
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セキュリティ ・ デバイスおよびサービスによるアプリケーション
認識の要件
セキュリティと監視のアプリケーションとサービスでは、セッ
ションとアプリケーション ・レイヤーのデータのパターン、つま
りシグネチャが検査されます。パターンを検出するためには、大
量のトラフィックの検査が必要です。数百、場合によっては数千
のパターンのために各パケットを検索する必要があるので、この
プロセスには時間がかかります。また、特定のパターンやアプリ
ケーションに一致するトラフィックを抽出し、そのデータを必要
とするツールに転送する機能も必要です。 

電子メール ・セキュリティ ・アプライアンスでは、電子メールの
トラフィック、特に、不審なリンクや添付ファイルを含む電子メー
ルのトラフィックのみを検査します。同様に、エンタープライズ・
トラフィック ・ボリュームの大半が音声や動画の場合、特定のセ
キュリティ ・アプライアンスや監視アプライアンスに送信されな
いようにするのが賢明です。そのためには、アプリケーションや
指定したパターンに該当するフローまたはセッションのみを抽出
し、そのデータを必要としているアプライアンスに転送する方法
が必要です。

さらに、個々のパケットの送信やフィルタリングだけでなく、ア
プリケーション ・セッション全体に対応していることも重要です。
脅威を適切に識別して分析するには、セキュリティ ・ツールで開
始から終了までのセッション全体を可視化する必要があります。
セッションのすべてのパケットがなければ、エラーが発生し、一
部のトラフィックは検査されないことになります。

図3 は、該当するトラフィックのみを電子メール・セキュリティ・
アプライアンスに転送するのに必要なアプリケーションの情報が
ネットワーク ・デバイスに提供されない場合、電子メール ・セ
キュリティ ・アプライアンスで不要なデータをソートするために
多くのサイクルを費やしているようすを示しています。 

図3:電子メール・セキュリティ・アプライアンスの高度な処理
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カスタムの正規表現 （regex） を使用したセキュリティ ・ イン
シデントの識別
インシデント対応チームなどのセキュリティ専門家にとって、独
自の正規表現を記述してトラフィック ・ストリームを識別するス
キルは重要です。Elasticsearch やBro などの人気の高いオープ
ン ・ソースのツールでは、カスタム ・パターンに基づいて、プロ
グラムで情報ストリームを抽出する機能が提供されます。すべて
の脅威やインシデントは異なるため、適切なタイプのデータを抽
出するには、正規表現の豊富な知識を備えていることがセキュリ
ティ専門家にとって重要になります。正規表現のカスタム ・パ
ターンは、以下をはじめとするさまざまな目的で使用されます。 
•  有名なCode Red ワームは、GET 動詞の後にN を繰り返し挿入

して（NNN...）送信先Web サーバーでバッファ ・オーバーフ
ローを引き起こしていました。そのため、セキュリティ管理者
はポート80 のクエリを通過するこのような形式の不正なWeb
を作成したシステムの送信元アドレスを特定し、Code Red ワー
ムに感染している可能性があるとしてそれらをブロックしたり
隔離するのは簡単でした。 

• IT 管理者はTLS ではなく、SSL v3 などのセキュリティが脆弱
なSSL のバージョンをサポートしているすべてのブラウザを特
定するため、カスタムの正規表現を使用してクエリを実行し、
このようなパターンを識別する必要があります。 

• 金融業界を悩ませてきたZEUS などのボットネットは特に、従
来のアプリケーション認識テクノロジーで検出するのは困難で
す。しかし、標的のC&C ホスト ・サーバーへの通信文でPOST
の文字列の後で特定のパターンのバイナリ ・データを繰り返す
これらのボットネットは調査担当者によって追跡できるように
なりました。

ホストが数千に及ぶ大規模な組織では、このような正規表現ベー
スの検索によって、ネットワーク ・トラフィックのセキュリティ
分析のメカニズムが大幅に効率化されます。 

サービス ・ プロバイダーのネットワークにおけるアプリケーショ
ン ・ ビジビリティの要件
ネットワークとセキュリティのインフラストラクチャを所有して
いる企業やサービス ・プロバイダーからアプリケーション ・プ
ロバイダー （Netflix、Yahoo、Google、Amazon、Salesforce.
com など）を分離するビジネス ・モデルが優勢になっています。
サービス ・プロバイダーが投資している重要なネットワーク ・イ
ンフラストラクチャを収益化することによって、アプリケーショ
ン ・プロバイダーが収益を増やしています。

アプリケーションが認識されれば、サービス ・プロバイダーが監
視とツールのインフラストラクチャを制御できます。そうすれば、
サービス ・プロバイダーと企業がビジネスで使用するコア機能に
は必要ないと判断した場合、ボリュームの大きいWeb2.0 や動画
のトラフィック （Facebook、Netflix、YouTube など）を監視の
インフラストラクチャからフィルタリングでき、コストは発生し
ません。 

ネットワークにアプリケーション ・ ビジビリティを採用するメ
リット
アプリケーション ・ビジビリティを確保して、必要なトラフィッ
クをセキュリティ ・ツールと監視ツールに的確に転送できれば、
組織には多くのメリットがあります。たとえば、以下が可能にな
ります。 
• ネットワークに導入したセキュリティ ・アプライアンスからア

プリケーション ・ビジビリティを向上および効率化
• カスタムの正規表現を使用して、危険なアプリケーションや不

正なセキュリティ通信のトラフィック ・パターンを識別
• 新しい脆弱性の公開時に組織に対するリスク影響度を特定
• リスクが潜在するアプリケーションを検出し、セキュリティ ・

ツールに転送して分析またはブロックすることによってリスク
と責任を最小化

• 重要なアプリケーションの処理への悪影響、およびセキュリ
ティ ・デバイスの過負荷を防止するため、娯楽用アプリケー
ションのトラフィックを管理

• パフォーマンスの低下を防止するため、アプリケーション監視
ツールによって音声、動画、および企業のインスタント ・メッ
セージングを含むミッション ・クリティカルな通信を分析

GigaSECURE® セキュリティ配信プラット
フォーム 
GigaSECURE セキュリティ配信プラットフォームは、インフラ
ストラクチャ、利用が拡大しているクラウド、オンプレミスの
データセンター/ 拠点、およびリモート ・サイトに幅広く対応し
ています。Gigamon が業界に先駆けて開発したGigaSECURE セ
キュリティ配信プラットフォームを使用すると、インフラストラ
クチャの本来の場所に関係なく、多様なセキュリティ ・アプリ
ケーションから一貫性のある方法でセキュリティ監視対象のネッ
トワーク ・トラフィックにアクセスできます。セキュリティ ・ア
プライアンスはGigaSECURE プラットフォームに接続するだけで、
ネットワーク ・インフラストラクチャのどこからでも高品質のト
ラフィック ・ストリームを受信できます。GigaSECURE プラッ
トフォームは、マルウェアとマルウェアの水平方向の動きの検出、
盗取の検出、インシデント後のフォレンジックなどの本番ネット
ワークの外部のセキュリティ ・ソリューションを幅広くサポート
しています。また、脅威の検出だけでなく、保護のためにネット
ワークに必要とされる多様なセキュリティ ・ソリューションを導
入するプラットフォームとしても使用できます。GigaSECURE プ
ラットフォームは、インラインおよびアウトオブバンドの導入を
同時にサポートできます。 
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アプリケーション ・ セッション ・ フィルタリング ・ ソリューション
アプリケーション ・セッション ・フィルタリング （ASF）は、
GigaSECURE セキュリティ配信プラットフォームのコア ・インテ
リジェンスであるGigaSMART® テクノロジを活用したソフトウェ
ア ・アプリケーションです。ASF では、パケットのペイロードの
シグネチャやパターンに基づいてアプリケーションを識別する強
力なフィルタリング ・エンジンを使用できます。パターンはユー
ザーが設定したオフセットの静的文字列のように単純な場合もあ
れば、可変オフセットの高度なPCRE(Perl 互換正規表現）の場合
もあります。ASF では、特定のアプリケーションに対応するセッ
ション全体が抽出されます（図4 参照）。一般的なアプリケーショ
ンに提供されるスクリプトを使用できるため、管理者は導入を加
速できます。

GigaSECURE セキュリティ配信プラットフォームのアプリケー
ション ・セッション ・フィルタリング ・モジュールは、顧客がセ
キュリティと監視の使用事例のホストをサポートするために使用
します。主な特長は以下のとおりです。    
• Netflix とYouTube のすべてのトラフィックをフィルタリング

しても、監視アプライアンスにすべてが転送されないため、ボ
リュームの多いトラフィックによる過負荷を防止できます。

• カスタムの正規表現を使用して、危険なアプリケーションや不
正なセキュリティ通信のトラフィックパターンを識別します。

• 帯域幅の消費が多い娯楽的なソーシャル ・メディアの監視デバ
イスへのトラフィックをフィルタリングし、エンド ・ユーザー
に対して適切な操作を勧め、これらのアプリケーションの使用
を中止するよう通知できます。

• 監視とセキュリティのアプライアンスに転送されるすべての
Windows Update のトラフィックをフィルタリングします。こ
れはPatch Tuesday （月例パッチ）と呼ばれ、毎月第2 火曜日
にMicrosoft がパッチをリリースし、世界中のWindows マシン
がそのパッチで更新されます。そのトラフィック ・ボリューム
は、監視とセキュリティアのプライアンスにとって過負荷にな
ることも少なくありません。 

• 非標準ポートでのHTTPS トラフィックを許可できます。たとえ
ば、SSL トラフィック （HTTPS）はポート443 を使用して、

サーバーはHTTPS トラフィック用の任意のポートでリッスンす
るように設定することができます。そのパケットを検査したり、
復号化デバイスに送信する必要がある場合、アプリケーショ
ン ・セッション ・フィルタリングを設定して、任意のポートで
HTTPS トラフィックを検索できます。

• リンクや添付ファイル付きの電子メールのみを転送するように
電子メールのトラフィックをフィルタリングすると、電子メー
ル ・セキュリティ ・アプライアンスと同じような効果がありま
す。テキストのみの電子メールは通常、感染の媒体にはなりま
せん。しかし、不正な添付ファイルを開いたりWeb リンクをク
リックすると危険です。

アプリケーション ・セッションは、TCP セッション、UDP セッ
ションまたは標準IP 5 タプルのフィールド ・サブセット （IPv4/
v6 の送信元アドレス、IPv4/v6 の送信先アドレス、送信元ポー
ト、送信先ポートおよびプロトコル）のいずれかです。ASF セッ
ションの識別に使用できる追加のフィールドにはMPLS ラベル、
VLAN タグ、およびGTP （GPRS トンネリング ・プロトコル）固
有の識別タグなどがあります。 

アプリケーション ・セッション ・フィルタリングには、バッファ
リングが有効と無効の2 つのモードがあります。前者はTCP 接
続のための初期TCP ハンドシェイクを含め、開始から終了まで
のセッション全体がフィルタリングまたは転送され、後者はセッ
ション ・ハンドシェイクと初期化パケットを無視できるため、イ
ンスタンスのパフォーマンスが向上します。

バッファリングが有効なアプリケーション ・ セッション ・ フィル
タリング
この設定では、指定したパターンが検出されると、指定したパ
ターンを含むパケットに先行するセッションのパケットを含め、
セッション全体がフィルタリングされます。その後、目的のツー
ル （複数可）にトラフィックが送信されるか、トラフィックがド
ロップされるため、ツールは不要なトラフィックの受信からオフ
ロードされます （図5 参照）。

Figure 4: Application Session Filtering
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多くのアプリケーションでは、セッションの最初の数パケットの
必要な情報が表示されます。ユーザーは各セッションのバッファ
リングするパケット数を指定してから、一致が検出されなかった
場合に他のセッションのためにメモリを解放するよう宣言できま
す。ASF はバッファリングが有効な場合、送信元IP、送信先IP、
送信元ポート、送信先ポートの任意の組み合わせに一致するUDP
またはTCP セッションとIPv4 またはIPv6 のフローの組み合わせ
としてセッションを指定できます。 

バッファリングが無効なアプリケーションセッション ・ フィルタリング
この設定では特定のパターンが一致した場合、そのパケットとそ
のセッションに対応する後続のすべてのパケットがフィルタリン
グされるか、単一のセッションとして転送されます。

パターンがパケット2 に一致した場合、図6 に示すように、その
セッションの後続のパケットはすべて送信先ツールに送信されま
すが、そのセッションの最初のパケット （パケット1）はツール
に送信されません。この設定オプションでは、セッションはIP ア
ドレス、ポート、プロトコル、VLAN、GTP 識別子、およびMPLS
ラベルの任意の組み合わせとして定義できます。  

図5:バッファリングが有効なアプリケーション・セッション・フィルタリング

図6:バッファリングが無効なアプリケーション・セッション・フィルタリング
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アプリケーション ・ セッション ・ フィルタリングの主なメリット
アプリケーション ・セッション ・フィルタリングでは、管理者
はアプリケーション検査のセキュリティ ・ツールを最適化できま
す。セッションに対応した、特に関連性の高いトラフィックが転
送されるため、セキュリティ ・ツールの効果が向上します。選択
したトラフィックのみがセキュリティ ・ツールと監視ツールに転
送されるため、セキュリティ ・アプライアンスのトラフィックの
負荷が減少し、パフォーマンスが大幅に向上します。処理が加速
されるため、ワーム、ウイルス、およびゼロデイ攻撃に対する保
護も加速されます。また、インシデント対応の場合でも、ASF を
使用して特定のパターンを検索し、危険なアプリケーションまた
はボットネットのタイプに対して特定されたフィンガープリント
に基づいてC ＆C が疑われる通信を検出できます。 
  
アプリケーション ・セッション ・フィルタリングでは、パケット
の内容、ポート、URL、およびHTTP コンテンツのうち1 つ、また
はこれらの組み合わせに基づいてアプリケーションを正確に識別
することもできます。また、HTTP でトンネリングするフローのビ
ジビリティも確保できます。

まとめ
現在、企業とサービス ・プロバイダーはアプリケーションに関す
る最新の情報の明確化と維持、ネットワーク ・リソースの最適化、
そして最も重要なアプリケーションの安全な提供のために、さま
ざまなツールやソリューションを使用しています。また、そのた
めに、さまざまなネットワーク/ アプリケーション ・パフォーマ
ンス ・ツールとセキュリティ ・アプライアンスも使用していま
す。しかし、これらのツールの多くでは、アプリケーションが認
識されなかったり、ポート番号によるフィルタリングなど、初歩
的な技術を使用してアプリケーションが判断されます。インテリ
ジェントなアプリケーション認識によって、このようなセキュリ
ティ ・ツールでトラフィック ・ビジビリティが確保され、アプリ
ケーションをフィルタリングしてセキュリティ ・ツールに転送で
きれば、パフォーマンスが最適化され、危険なアプリケーション
や不正な通信パターンを検出できます。GigaSECURE アプリケー
ション ・セッション ・フィルタリング ・モジュールは、これらを
効果的に実現できる管理者のためのツールです。

Gigamon について 

Gigamon は、インテリジェントな統合ビジビリティ・ファブリッ
クを提供し、ますます複雑になるネットワークの管理を可能にし
ます。Gigamon のテクノロジーは、インフラストラクチャの設
計者、管理者、オペレーターに対して、実稼働ネットワークのパ
フォーマンスと安定性に影響を及ぼさずに、物理環境と仮想環境
の両方にまたがってトラフィックへの広範なビジビリティとコン
トロールを提供します。高可用性および高密度のファブリック ・
ノードから成るポートフォリオは、特許を受けたテクノロジーと一
元化された管理を通じて、適切なネットワーク ・トラフィックを
管理システム、監視システム、セキュリティ ・システムにインテ
リジェントに配信します。Gigamon ソリューションは、世界中の
企業やデータ ・センター、サービス ・プロバイダーに導入されて
います。これには、Fortune 100 の半数以上の企業や、政府や地
方機関も多数含まれます

Gigamon統合ビジビリティ・ファブリックの詳細については、当
社のサイトをご覧ください: www.gigamon.com


