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はじめに
サイバー・セキュリティの侵害は、いまや産業界全体で起こって
います。サイバー攻撃はその件数、規模、深刻度のすべてにおい
て増加の一途をたどっており、産業界全体がサイバー・セキュリ
ティの導入、管理、取り組みについて再検討を迫られています。
その変革の中心となるのが、サイバー・セキュリティの運用に関
する従来の前提とモデルの抜本的な変更です。 

従来のモデルは単純な前提に基づいて運用されるものでした。単
純な前提に基づいた導入モデルは、現在のサイバー・セキュリティ
の世界でマルウェアとサイバー攻撃に対応するにはあまりに不十
分です。その理由を以下にいくつか示します。

• 境界ベースのセキュリティ:従来のサイバー・セキュリティ・ト
ラスト・モデルは境界を作り、境界の外側は危険で境界の内側
は安全であるという単純な前提に基づいていました。この境界
のセキュリティは通常、インターネットの境界のファイアーウォー
ルとウイルス対策ソリューションなどのユーザー側のエンドポ
イント・セキュリティ・ソフトウェアで構成されていました。
境界のファイアーウォールとエンドポイント・セキュリティ・
ソフトウェアの多くは、ルールとシグネチャによってマルウェ
アを識別しますが、現在のサイバー攻撃の多くはゼロデイ脆弱
性を攻撃します。このような脆弱性は検出されても、そのソフ
トウェアの多くにはパッチ、あるいはシグネチャやルールが存
在しません。そのため、従来の境界ベースのソリューションで
は、マルウェアや脅威の侵入を防ぐことはますますむずかしく
なっています。

• 単純なトラスト・モデル:従来のサイバー・セキュリティでは、
社員は信用し、それ以外は信用しないという単純なトラスト・
モデルがベースになっていました。しかし、社員がスマートフォ
ンなどのパーソナル・コンピューティング・デバイスを業務で
使用し、業務に関わるスタッフが社員、コンサルタント、請負
業者、ベンｎーで構成される現在では、全員が企業のネットワー
クとITリソースにアクセスするため、このような単純なトラス
ト・モデルは機能せず、社員や契約社員が脅威の原因になる可
能性すらあります。また、従来のトラスト・モデルは、IT所有
の資産が適切に構築されたソフトウェアとウイルス対策などを
備えていれば信頼できるという考え方もありました。しかし、
現在、社員はIT所有の資産だけでなく、ラップトップ、タブレッ

ト、スマートフォンなどの個人の資産をビジネスの生産性向上
のために使用しています。つまり、BYOD（私的デバイスの業
務での使用）によって生産性を向上させているとも言え、単純
なトラスト・モデルの前提はもはや機能しないのです。.

• 静的環境:従来のセキュリティ・アプライアンスは固定された
場所に導入されていました。これにはファイアーウォール、侵
入検知/防止システム（IDS/IPS）およびその他のマルウェア検
知/防止システムが含まれます。通常、これらは決まった境界、
またはトラフィックが通過できない決まった「停止」ポイント
が存在することを前提に脅威の存在が監視されていました。し
かし、ユーザー、デバイス、アプリケーションが移動するモビ
リティが一般化したため、トラフィック・パターンの予測でき
る範囲は大きく縮小されました。また、クラウドの採用が進み、
オンデマンドでのクラウドのキャパシティが爆発的に増えた結
果、境界のエッジと範囲も拡大しました。それによって、職場
環境は大いに動的になりましたが、境界と障害ポイントの位置
を予測することがはるかにむずかしくなっています。そのため、
固定された場所にセキュリティ・アプライアンスを配置する静
的導入では、すべての脅威を一貫して総合的に特定することは
ほとんど不可能です

上記で説明したように、従来の前提の大半が機能しないにもかか
わらず、多くの企業のセキュリティ・アーキテクチャは依然と
してこのような前提に頼ってネットワークへの侵入を防止しよう
としています。また、サイバー攻撃は時間の経過とともに進化し
ます。これまでのワームやウイルスはネットワークを侵害すると
すぐに増殖して、可能な限り短時間で多くの損失を与えることを
目的としていました。そのため、侵害後の痕跡からワームやウイ
ルスを迅速に検出できました。それに対して、現在のはるかに巧
妙化し、洗練された脅威はビジネス界全体に破壊的な影響を及
ぼします。その多くは、APT（持続的標的型脅威）に属していま
す。APTは最近の大規模な侵害の起点になっています。APTは、ネッ
トワーク攻撃の洗練された多様な手法を採用してネットワークを
侵害し、長期にわたって潜伏する傾向があるため、持続的標的型
脅威（APT）と命名されました。
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APTの構造
現在の大規模な侵害の多くが複数の段階に分かれ、数週間から数
時間の長い時間をかけて実行されます。その段階の例を以下に示
します。

偵察:この段階では通常、脅威の加害者または脅威の主体は標
的候補のオンラインでの多様な活動を把握し、その活動に基
づいてマルウェアを注入する方法を特定します。たとえば、
銀行のWebサイト、ユーザーが閲覧しているソーシャル・ネッ
トワーク、ユーザーが加入している利益団体など、オンライ
ンでの習慣的な行動を観察します。このプロファイルに基づ
いて、可能な標的を策定します。 
最初の侵害:この段階では、ユーザーまたは標的に対する最初
の攻撃が実行されます。通常は、ユーザーの行動とプロファ
イルに基づいて電子メールやブログの記事を作成し、そこに
貼ったリンクをユーザーがクリックするように仕向けます。
ユーザーがリンクをクリックすると、ゼロデイ攻撃がユーザー
のシステムにダウンロードされます。一般的な攻撃はフィッ
シング攻撃です。ダウンロードを利用した同種の攻撃はその
ほかにも数多くあります。その役割は単にユーザーのシステ
ムにマルウェアを注入することにあります。このようなマル
ウェアは多くの場合、規模が小さく、バックドアに通信チャ
ネルを作ることを目的としています。
バックドア・アクセス:ダウンロードによってマルウェアがユー
ザーのシステムに侵入すると、次に、所在不明のC&C（コマ
ンド＆コントロール）センターの指令を受けて、ファイアー
ウォールを通過して通信チャネルを公開するために通信のバッ
クドアを探します。通信チャネルが確立されると、追加のマ
ルウェアや指示がダウンロードされます。  

横方向の動き:その後、マルウェアは脆弱性のある他のシステ
ムを調べて見つけ出し、内部で増殖を開始します。ただし、
マルウェアの活動は隠蔽され、その活動の規模は最小化され、
入念かつ巧妙に行われます。この活動は数週間から数か月か
かる場合もあります。つまり、マルウェアの横方向の動きは
非常にゆっくりで目立ちません。このフェーズでは最初のバッ
クドアが検出されて閉じられた場合には、追加のバックドア
が開かれることもあります。 

データ収集:マルウェアはインフラストラクチャ全体に拡散し
て重要なリソースにアクセスすると、盗取を目的に重要なデー
タ・リソースの特定やデータの記録を開始します。
盗取:データを収集すると、多様なバックドアから大量に盗取
します。この時点で、組織の情報侵害は深刻なレベルに達し
ています。脅威の主体は大金を要求したり、極秘データや機
密データを公開したり、オークションで情報を販売すること
もあります。

多くの場合、盗取後も侵害された状態が続くため、それからも攻
撃や侵害を継続して受けやすくなります。実際、攻撃が検出され、
感染したシステムの大半を駆除した後でさえ侵害は拡大し、シス
テムが侵害されたまま検出されないことも少なくありません。侵
害されたシステムはその後、感染した資産を提供するサービスと
してマルウェアのサイトを通して個人やグループに販売されるこ
ともあります。サービスとしてのマルウェアはビッグ・ビジネス
に成長し、攻撃されたシステムを活用してDDoS攻撃などを簡単
かつ安価で仕掛ける手段を個人や組織に提供しています。

図1:APTの構造
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63か国の1,200社の企業を対象とした最近の調査1によると、調
査対象組織の97%がテスト期間中に侵害されています。これらの
組織のうち、75%ではC&Cの活動が有効になっていました。別な
調査2では、最初の侵入から侵害が検知されるまでの平均日数は
134日という結果になっており、これは、多くの組織が認識しな
いまま数か月も侵害された状態にあることを示しています。 

これらすべては、セキュリティ・モデルの作成方法を再検討する
必要があることを示しています。もはや、脅威は締め出すことが
できるという前提で対応している場合ではありません。侵害され
たシステムの検出とマルウェアの抑制を中心に据える必要があり
ます。しかし、侵害されたシステムを特定することは、ITにおけ
る現在のトレンドによってますますむずかしくなっています。 

ITのトレンドのセキュリティに対する影響 
社員の変化とBYOD
内部のセキュリティへの取り組みに悪影響を及ぼしているITの
トレンドはいくつかあります。前述のように、社員、コンサルタ
ント、契約業者などはすべて企業のスタッフとして扱われ、労働
者そのもののあり方も変化しています。そのため、役割に基づい
てITが制御することはますますむずかしくなっています。BYOD
とITの大衆化によってスタッフが生産性向上のためにコンピュー
タ、ラップトップ、携帯電話などのデバイスを使用するようにな
り、ITがこれまでセキュリティ対策として適用した厳格な制御は
大幅に緩和されています。
 

横方向のトラフィックの増加
もう1つの大きな変化はサーバーと仮想マシン（VM）の相互間、およ
びデータベース・システム、ストレージ・システム、その他のアプリ
ケーションとの通信がデータ・センター内で行われるようになった結
果、データ・センターのトラフィック・パターンが横方向に移行して
いることです。横方向のトラフィックは通常、トラフィック内のマル
ウェアや脅威を検出するIPS/IDSなどのセキュリティ検査機能のある
ネットワーク・コアを通過することはありません。また、横方向のト
ラフィック・ボリュームは、インターネットのトラフィックが往来す
る縦方向のトラフィックに比べてはるかに大きな割合を占めるように
なっています。そのため、古いサーバーやパッチを適用していないサー
バーに侵入したマルウェアは、セキュリティ対策で検出されずにデー
タ・センター内で水平方向へ簡単に拡散して、縦方向のトラフィック
を妨害したり調査することができます（図2参照）。  

例のように、Facebookでは1日に100万のマップ削除のジョブを実
行しています3。そのため、データ・センター内には大量のネットワー
ク・トラフィックが発生します。多くの企業はこれほどの規模ではな
いにしても、大中規模の企業によるビッグ・データ・ソリューション
の使用が増えると、データ・センター内のトラフィック・パターン
は同じような変化を辿ります。もう1つの例として、複数の企業が
VDI（仮想デスクトップ・インフラストラクチャ）の採用によって、
データ・センターにデスクトップを移動したことが挙げられます。そ
の結果、従来、垂直方向のトラフィックとしてネットワーク・コアと
適切に定義された停止ポイントを通過していたクライアント/サーバー
のトラフィックは、現在では仮想デスクトップのインスタンスとアプ
リケーションの間を往来する水平方向のトラフィックとなり、そのす
べてがデータ・センターでホストされています。セキュリティ・アプ
ライアンスはこのようなネットワーク・トラフィックにアクセスでき
ないため、これらのトラフィックはすべてその監視をかいくぐってし
まいます。 
 

1FireEye.2015. Maginot revisited: More Real-World Results from Real-World Tests（マジノ線の再考: 現実的なテストから得た現実的な結果）。https://www2.fireeye.com/WEB-2015RPTMaginotRevisited.html 
2Trustwave.2014. Global Security Report（グローバル・セキュリティ・レポート）。https://www2.trustwave.com/rs/trustwave/images/2014_Trustwave_Global_Security_Report.pdf    
3Wiener, Janet and Bronson, Nathan.『Facebook’s Top Open Data Problems（Facebookで未解決の主なデータ問題）』。Webブログ記事。research.facebook.com、2014年9月。 https://research.facebook.com/
blog/1522692927972019/facebook-s-top-open-data-problems/
4FD’Hoinne, Jeremy and Hils, Adam.『Security Leaders Must Address Threats From Rising SSL Traffic（セキュリティ・リーダーはSSLトラフィック増による脅威に対処すべき）』。Gartner Report、2013年12月9日。
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図2: データ・センター内の水平方向のトラフィック
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モビリティ
モビリティは、現在のネットワーク・セキュリティの課題をさら
に複雑にしています。現在のユーザー、デバイス、アプリケーショ
ンはすべて固定されずに移動しています。たとえば、仮想マシン
としてパッケージされたアプリケーションはマウスをクリックす
るだけで移動でき、ラック間、ロー間、ポッド間またはデータ・
センター全体での移動さえ完全に自動化することができます。ま
た、このような移動はセキュリティ・チームのような知識がなく
ても可能です。データ・センター内に直接接続し、アプリケーショ
ン・トラフィックを調査しているIDSやIPSなどのセキュリティ・
アプライアンスは、セキュリティ・チームの知らない場所にアプ
リケーション自体を移動されると十分な効果が得られない可能性
があります。言い換えると、セキュリティ・ソリューションを導
入する場合、場所はもはやあまり関係がないということです。こ
れは、ユーザーとデバイスが移動する構内の境界では特に顕著で
す。 

暗号化の利用の増加
SSLなどの暗号化技術を利用する企業は増えています。移動中のデー
タを暗号化すると盗聴から保護できますが、同時に、それによって
保護された通信チャネルが確立されると、プライバシーの下に潜む
マルウェアによって利用される可能性もあります。多くのセキュリ
ティ・アプライアンスは暗号トラフィックを識別できないため、暗
号化を利用したマルウェアは急増しています。セキュリティ・アプ
ライアンスでSSL暗号トラフィックを検査できても、SSL復号化は
コンピュータ・リソースを集中的に消費するため、そのパフォーマ
ンスは大きく低下します。ガートナーのレポート4では、2017年ま

4FD’Hoinne, Jeremy and Hils, Adam. ‘Security Leaders Must Address Threats From Rising SSL Traffic’. Gartner Report, 9 Dec 2013.

でにネットワーク攻撃の50%以上が暗号トラフィックを使用して制
御をすり抜けるようになると予測しています。 

高度化と進化を続ける脅威、ネットワーク・トラフィック・パター
ンの変化、モビリティ、マルウェアによるSSLと暗号化技術の悪用
の増加、旧式のトラスト・モデルによるセキュリティ・アーキテク
チャの設計などの要因が組み合わさることによって、ネットワーク
はいつでも攻撃できる状態になっています。

課題への取り組み
このように増え続ける課題に的確に対応するには、サイバー・セ
キュリティの基本的な信頼性の前提を見直す必要があります。新
しいセキュリティ戦略は、侵害は回避できないという前提に基づ
いて策定する必要があります。つまり、侵害の防止に加え、内部
的な検査と抑制をより一層強調する必要があるということです。 
ネットワークは物理、仮想、クラウドの環境を接続する最も重要
な手段になっているため、企業に侵入する窓を提供してくれるネッ
トワーク・トラフィックはマルウェアや脅威にとってますます利
用価値が高くなっています。多くのセキュリティ・ベンダーも脅
威、異常、マルウェアの横方向の動きを調査するため、ネットワー
ク・トラフィックを分析しています。セキュリティ・ソリューショ
ンがどれほど高度になろうと、その監視対象であるネットワーク・
トラフィックを超えることはできません。 

図3: セキュリティ導入に対するその場しのぎの不十分な構成のアプローチ
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内部を監視する従来のアプローチ
従来のアプローチではネットワークTAPを通して直接セキュリティ・
アプライアンスをネットワークに接続するか、ネットワーク・ス
イッチ/ルーターのミラー/SPANポートに接続していました。ネッ
トワーク・トラフィックへのアクセスを拡大するということは、
ネットワーク内のネットワーク・セキュリティ・アプライアンス
の数と配置場所が大幅に増えることを意味します。また、セキュ
リティは多面的なため、多様なネットワーク・セキュリティ・ソ
リューションを使用して保護する範囲を増やすことができます。
ただし、そのために、セキュリティ・ソリューションの導入モデ
ルに課題がもたらされます（図3参照）。その課題には以下が含ま
れます。
• ネットワークの同じポイントからトラフィックにアクセスする異な

るセキュリティ・アプライアンスの競合。つまり、アプライアンス
を直接ネットワークTAPやミラー/SPANのポートに接続する場合、1
台のアプライアンスしかそのトラフィックにアクセスできません。

• セキュリティ・アプライアンスの処理機能とそのセキュリティ・
アプライアンスが処理するトラフィック・ボリュームの不一致。  

• 盲点と一貫性のないトラフィックの表示。ネットワークの特定の
ポイントに接続しているセキュリティ・アプライアンスでは、ネ
ットワークの他の部分からのトラフィックまたはネットワークの
他の部分に移動したユーザーやアプライアンスからのトラフィッ
クは確認できません。

• 誤検出の増加。セキュリティ・アプライアンスは誤検出しやすい
ため、セキュリティ・アプライアンスの数が増えると誤検出も増
えます。 

• ネットワークのセキュリティ・ツールが増えると管理が複雑にな
り、コストも増えるため、全体的なコストが大幅に増加。

• アウトオブバンドの監視モードからインラインの保護モードへの
移行によるネットワーク中断。

 

セキュリティ導入の新しいモデルとしてのセ
キュリティ配信プラットフォーム
産業界全体がネットワークにおけるマルウェア検出に取り組んで
いますが、これまでその中心にあるのはセキュリティ・ソリューシ
ョンの改善でした。セキュリティ・ソリューション導入アーキテク
チャがあまり考慮されてこなかったことは、前に指摘した課題の一
部の原因にもなっています。この分野はネットワークにおけるマル
ウェアと侵害の検出の基本でありながら、これまでほとんど顧みら
れることがありませんでした。前述の課題に対応するには、拡張
性に優れ、広範囲に対応した体系的なプラットフォームベースのア
プローチによってコストを抑制しながら、多数のセキュリティ・ア
プライアンスのトラフィック・ビジビリティを提供する必要があり
ます。また、ソリューションには以下の要素を含める必要がありま
す。
• ユーザー、デバイス、アプリケーションが移動している場合で

も、物理環境と仮想環境からトラフィック・ビジビリティを一貫
しユーザー、デバイス、アプリケーションが移動している場合で
も、物理環境と仮想環境からトラフィック・ビジビリティを一貫
して提供。

• 推測によらないセキュリティ・ソリューションの配置。特に、ユー
ザー/デバイス/アプリケーションのモビリティを特徴とする現在
の動的な環境では、ネットワーク内で静的停止ポイントを特定す
ることに依存しないことが重要です。

• 暗号化された通信チャネルを悪用するマルウェアをセキュリティ・
ツールで検出できるように、暗号化された通信を復号化するソリ
ューションを提供すると同時に機密情報の侵害を防止。

• 特定のタイプのセキュリティ・アプライアンスに適切なトラフィッ
ク・ストリームを提供。YouTubeのトラフィックを監視する必要
のない電子メールのセキュリティ・ソリューションなどが含まれ
ます。適切なトラフィックのみを送信することでセキュリティ・

図4: セキュリティ配信プラットフォーム主なコンポーネント
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ソリューションはより効果的に機能でき、不適切な情報を処理
する必要がなくなるため、帯域幅とリソースの無駄も削減されま
す。

• 単なるトラフィックのサンプルではなく、実際のトラフィックに
基づいたフローとセッションに関する詳細な情報の生成。

• 同じプラットフォームでインラインとアウトバウンドのネットワー
ク・セキュリティをサポートすると同時に、インラインとアウト
オブバウンドのセキュリティ・アプライアンスの負荷分散、障害
発生時にインライン・セキュリティ・アプライアンスをバイパス
する機能を提供。  

上記の検討事項に対応したセキュリティ配信プラットフォームでは、
多様なセキュリティ・ソリューションの導入に加え、これまでにな
い優れた拡張性を各セキュリティ・ソリューションで確保するため
の強力なソリューションが提供されます。また、マルウェアの水平
方向の動きが可視化され、盗取のアクティビティの検出が加速され、
このようなセキュリティの導入のオーバーヘッド、複雑さおよびコ
ストを大幅に低減できます（図4参照）。現在の産業化および組織化
されたサイバー脅威に対しては、セキュリティ・アプリケーション
を重視するだけでは十分ではありません。このようなソリューショ
ンの導入方法と適切なデータに一貫してアクセスを提供する方法は
ソリューションに含める必要があります。このようなセキュリティ
配信プラットフォームは、サイバー・セキュリティ戦略の基本的な
構成要素です。

セキュリティ配信プラットフォームとしてのGigaSECURE
GigaSECURE®はGigamonが提供するセキュリティ配信プラッ
トフォームです。GigaSECUREプラットフォームは物理と仮想の
両方のインフラストラクチャにネットワーク接続し、すべての
アプリケーションに必要なトラフィックを提供します。セキュリ
ティ・アプライアンスは接続可能なインターフェースの速度で
GigaSECUREプラットフォームに接続して、ネットワーク・イン
フラストラクチャ全体から適切で高品質なトラフィック・ストリー
ムを受信できます。ネットワーク・トラフィックからのフローの
メタデータもGigaSECUREで抽出でき、フロー・レコードは多様
なセキュリティ・ツールにエクスポートして分析できます。図5を
参照してください。

GigaSECUREでは、マルウェアとそ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、およびその他のセ
キュリティ・イニシアチブのために実稼働ネットワークのアウト
オブバンドに導入可能な多様なセキュリティ・ソリューションを
サポートします。また、ネットワーク・トラフィックに必要と
される多様なセキュリティ・ソリューションを導入するための
プラットフォームとしても使用できます。インライン・セキュリ
ティ・ソリューションでは通常、脅威、マルウェアまたは異常
な動作を検出するリアルタイムの予防対策の機能が提供されま
す。GigaSECUREはインラインとアウトオブバンドの並行導入を
サポートします。インライン・セキュリティ導入のサポートでは、
インライン導入の多様なモードに対して完全な障害保護と負荷分
散の機能が提供されます。

図5: GigaSECUREセキュリティ配信プラットフォーム
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プラットフォームの構成要素
GigaSECUREはビジビリティ・ノード、特許取得のFlow Mapping®

テクノロジを採用したGigaVUE OSソフトウェア、GigaSMART®で
強化されたトラフィック・インテリジェンス機能、および一元化さ
れたファブリック・コントローラ（GigaVUE-FM）で構成されてい
ます。各構成要素の説明は以下のとおりです。

• 仮想化されたビジビリティ・ノード:GigaVUE-VMは仮想化され
たワークロードにトラフィック・ビジビリティを提供する機能
を備えた仮想化ノードです。GigaVUE-VMソリューションでは
サーバーからサーバーへと移動する仮想マシンを追跡すること
ができ、VMに準拠したポリシーを適用して、VMが移動しても
アプリケーション・トラフィックは常にセキュリティ・ツール
に送信されます。 

• 広範囲、高コスト効果のビジビリティ・ノード:GigaVUE TA
シリーズのビジビリティ・ノードにGigaVUE-OSを使用し、
ホワイトボックス・イーサネット・スイッチと連動させる
と、高コスト効果で広範なトラフィック・ビジビリティが提
供されます。Flow Mapping®テクノロジで強化されたこれら
のノードでは高度な集約、フィルタリング、レプリケーショ
ンの機能がコスト効果に優れた価格帯で提供され、インフラ
ストラクチャのトラフィックを指定したセキュリティ・アプ
ライアンスに転送する導入モデルが低コストで実現します。  
 
GigaVUE-VMとGigaVUE TA シリーズを組み合わせると、水平方向
のトラフィックのビジビリティに加え、社内とデータ・センターの
ネットワークのビジビリティを確保できます。また、セキュリティ・
アプライアンスに一元化された高品質のトラフィックを提供し、
水平方向への脅威の拡散とインフラストラクチャ内を広く監視で
きるため、モビリティの問題も解決できます。

• GigaSMARTで強化されたトラフィック・インテリジェンス機
能:GigaVUE-VMおよびGigaVUE TAシリーズの製品はコスト効
果に優れ、インフラストラクチャ全体から幅広く、適切なトラ
フィック・フィードがセキュリティ・アプライアンスに送信で
きます。また、GigaSMARTテクノロジで強化されたGigaVUE 
Hシリーズのプラットフォームではこれらのトラフィック・ス
トリームを処理して、多様なセキュリティ・ソリューションを
オフロードおよび最適化することができます。セキュリティ・
ソリューションで使用できるGigaSMARTの高度な機能には以下
が含まれます。
 – 高パフォーマンスのNetFlow（IPFIX）とメタデータ生

成:IPFIXはフォレンジック、トレンド分析、異常検知のた
めの強力な標準ベースのテクノロジで、ネットワーク・セキュリ
ティ業界で高い評価を得ています。IPFIXでは未加工のネット
ワーク・パケットを確認し、エンドポイント間の通信、通信
の時間長、通信チャネルのレコードなど、高度なフローベー
スのメタデータを抽出できます。GigaSECUREでは、これ
らのフロー・レコードを生成する機能が一元化されるため、
異種混合のインフラストラクチャで一貫性のある記録を生
成できます。フロー・レコードはフローのメタデータを分
析する多様なセキュリティ・ソリューションで使用できま

す。フローのメタデータは優れたスループットで生成され、
セキュリティ分析に不可欠な高品質のデータが提供されま
す。また、このソリューションはカスタム・テンプレートも
定義でき、トラフィックから収集可能な情報は固有の導入
環境に合わせて高度にカスタマイズできます。   

 – SSL復号化:暗号化された通信チャネルを利用するマルウェ
アが増加したため、暗号化された通信チャネルの調査に対
するニーズも高まっています。GigaSECUREセキュリティ
配信プラットフォームでは暗号化された通信チャネルの復
号化が最適化され、優れたパフォーマンスで処理されると、
暗号化された通信の処理機能のないセキュリティ・アプライ
アンスの盲点も同時に解消されます。また、暗号化された通
信の処理機能をもつセキュリティ・アプライアンスにとって
は、コンピュータ・リソースを集中的に使用するタスクの
負荷が軽減される利点があります。 

 – アプリケーション・セッション・フィルタリング:多く
のセキュリティ・ソリューションでは、フロー全体の信
頼性や処理能力の有無を確認する必要はありません。ア
プリケーション・セッション・フィルタリング機能によ
り、GigaSECUREセキュリティ配信プラットフォームはア
プリケーション・レイヤのパケットを詳細に調査して、パケッ
ト内の任意のパターンに基づいてアプリケーション・フローを
特定し、セッション全体（そのセッションの先行するパケッ
トや後続のパケットがパターンに一致しない場合も、セッション
に属するすべてのパケット）を特定のセキュリティ・ソリュー
ションに導いたり、セッション全体を破棄することができま
す。この強力な機能によってセキュリティ・ツールに送信さ
れるトラフィック・データのタイプがL4～L7とより高度な
コンテンツ・マッチングに基づいて正確に制御されるため、
セキュリティ・ソリューションをその得意とするネットワーク・
トラフィックに集中させることができ、アプライアンスは
不要なデータを大量に処理する必要がなくなります。また、
各セキュリティ・アプライアンスに合わせて必要なデータと
カスタマイズできないデータを特定することができます。

• インラインの保護と負荷分散:多くのセキュリティ・アプライア
ンスはネットワーク・トラフィックに合わせてインラインで処理
を行い、マルウェアや不正行為をリアルタイムで防止します。そ
の他のセキュリティ・アプライアンスは、検知とインシデント
の生成を目的としてアウトオブバンド・モードで処理を行いま
す。GigaSECUREセキュリティ配信プラットフォームでは、イン
ラインとアウトオブバンドのセキュリティ・ソリューションの両
方にトラフィックを転送できる共通のプラットフォームが提供され
ます。インライン・セキュリティに導入する場合、GigaSECURE
では複数のインライン・セキュリティ・ソリューションのトラフィッ
クの負荷を分散できるだけでなく、異なるレベルの保護を提供す
る異なるインライン・セキュリティ・アプライアンスでデイジー・
チェーンを構成することができます。トラフィックは多様な基準
に基づいてセキュリティ・アプライアンスに転送され、特定のフ
ローを常に同じセキュリティ・アプライアンスで送受信できま
す。また、このプラットフォームでは、インライン・アプライア
ンスがデイジー接続されている場合だけでなく負荷分散モードで
も、インライン・セキュリティ・アプライアンスのいずれかに障
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害が発生した場合には復旧と保護の機能が提供されるため、障害
発生時でもネットワーク・トラフィックの転送が中断することは
ありません。セキュリティ・アプライアンスはネットワークを中
断させずに、アウトバンド・モードからインライン・モードおよ
びその逆にシームレスに切り替えられます。このプラットフォー
ムの強力な機能によって、インラインとアウトバウンドの多様な
セキュリティ・ソリューションの導入が統合および簡略化される
と同時に、復旧と障害のシナリオにも効果的に対応できます。

• 一元化されたファブリック・コントローラ（GigaVUE-FM）: 
GigaVUE-FMは一元化されたコントローラとして使用する
と、GigaSECUREセキュリティ配信プラットフォームの異なる
コンポーネントを統合できます。また、仮想化および物理のビジ
ビリティ・ノードのポリシー定義を一元化できます。GigaVUE-
FMのNorthbound APIでは、セキュリティ・ソリューションに
よって受信するトラフィック・フィードをほぼリアルタイムで
微調整し、観察されたリアルタイムの異常、脅威、状況に基づ
いてネットワークとITインフラストラクチャの可視化を調整で
きます。つまり、APIでは、セキュリティ配信プラットフォーム
からリアルタイムまたはほぼリアルタイムで観察した動的状況
に基づいてセキュリティ・ツールが受信するトラフィック・フィー
ドの制御の一部を自動化できます。 

GigaSECUREセキュリティ配信プラットフォームは多くのニーズ
がありながら対応が不十分だった課題を解決するため、拡張性と
コスト効果に優れたプラットフォームを提供し、同時に多様なセ
キュリティ・アプライアンスの対応範囲を拡大して、競合の排除、
コスト削減、導入アーキテクチャの簡略化の問題に対応します。
このアプローチによってネットワーク・セキュリティに対するモ
デルの範囲が拡大し、内部の脅威と横方向の脅威の増殖の可視化
が向上します。

メリット
このようなアーキテクチャとプラットフォーム中心のアプローチに
よるセキュリティ導入には、以下のようなメリットがあります。ソ
リューション: 

• 企業内のネットワーク・トラフィックに関する直接的で幅広いイ
ンサイトを提供し、マルウェアの横方向の動きをすべて可視化。

• セキュリティ・アプライアンスへのトラフィックの提供（必要
なトラフィック・フィードを提供するために推測に頼ってセキュ
リティ・アプライアンスを配置する必要がなくなります）。 

• ネットワーク・セキュリティ・ソリューションに影響しないアッ
プグレード、変更、またはアウトバンドからインラインへの切
り替え。

• 複数のセキュリティ・ソリューションを小規模なソリューショ
ン・セットとして統合し、セキュリティ配信プラットフォーム
を一元化して活用することにより誤検出を大幅に低減。

• モビリティと暗号化の盲点を排除。
• すべてのセキュリティ・アプライアンスにパケットとフロー・

データの一貫したソースを提供。
• トラフィックの競合を排除（必要なトラフィックをレプリケー

トしてすべてのセキュリティ・ソリューションに提供します）。
• これらのソリューションに対する不要なトラフィック・フィー

ドを排除してセキュリティ・ソリューションの効率を向上。

まとめ
サイバー・セキュリティの脅威の状況が変化し、セキュリティ・ト
ラスト・モデルは根本的な変革を求められています。企業はネット
ワーク侵害を不可避のものとして受け止め、マルウェアと脅威を検
出するためのセキュリティ・アーキテクチャへと焦点を移し、リ
スクを緩和しようとしています。そのためには、インフラストラク
チャに対してこれまでよりもはるかに詳細なインサイトとはるか
に広範な対応が必要となり、その結果、セキュリティ・ソリュー
ション導入の新しいモデルが必要とされているのです。新しいモ
デルは複数のツールを使用してネットワーク、急増するトラフィッ
ク・ボリュームおよびトラフィックの競合に幅広く対応できなけれ
ばなりません。広範なネットワーク・ビジビリティに対する構造
化されたアーキテクチャのアプローチなら、セキュリティ・ソリュー
ションにアクセスが提供され、ソリューションを低コストで拡張で
きます。セキュリティの強化と優れたコスト効果というメリットか
ら、セキュリティ配信プラットフォームはセキュリティ・ソ
リューション導入の基本的な構成要素になっています。Gigamon
のGigaSECUREは、ネットワークの脅威の検出と対応を可能にす
るセキュリティ・サービスとして機能するパケット・フィルタリン
グとコンピューティングの多様な機能を組み合わせた業界初のセキュ
リティ配信プラットフォームです。

wefightsmart.comのエコシステム・パートナーになって、サイバー犯罪を撲滅しましょう。


