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セキュリティ インテリジェンスによる従来型データ 
センターとクラウド データ センターの保護 
動的なインテリジェンスによるセキュリティ効果の改善

データ センター、エッジ、クラウド環境を保護することは、今まさに直面している課題です。サイバー犯罪者、
国家の攻撃者、政治的なハッカーは、高度な攻撃テクニックの開発を続けており、脅威は高まり続けていま
す。レイヤー 3 とレイヤー 4 のインスペクションに特化した従来のファイアウォールは、今日の脅威環境には
役不足です。次世代のファイアウォールは強力ですが、新しいタイプの攻撃のスピ－ドや多様性に対応でき
るようには設計されていません。今日のファイアウォールは、既知のインテリジェンスや新しいインテリジェン
スに基づいて即座にアクションを起こすことができるソリューションでなければいけません。攻撃を正確に特
定し、迅速に対処する必要があります。

クラウド アーキテクチャへの移行に伴い、従来のファイアウォール管理は負担が多くなり、分散したセキュリ
ティの高い複雑性が原因で人的ミスのリスクも高くなっています。必要なのは、新たな脅威に対して、自動化
された動的な手法を用いてほぼリアルタイムで対応できるファイアウォールです。

課題
従来のデータ センターやクラウド データ センターを構築して管理する場合、セキュリティが基本要素にな
ります。ユーザーのアプリケーションへのアクセス ニーズとデジタル資産を保護するニーズのバランスを
取ることは、容易ではありません。以下のような課題が考えられます。

• プロプライエタリで柔軟性のないセキュリティ プラットフォーム： 一部のファイアウォール ソリューションは
クラウドベースの脅威インテリジェンス1を利用していますが、多くの場合、そのデータはプロプライエタリ
で、ファイアウォールに対して事前に設定されたものであり、柔軟性に欠けます。そのため、提供される情
報に対する制御方法を選択することもできず、利用することもできません。

• 効果のないセキュリティ： 市場には脅威インテリジェンスを提供しますという主張であふれていますが、入
手可能なデータ フィードの多くは即座に使用できるものであはありません。そのため、現在ご利用のファ
イアウォールでは、ポリシー内でそれらのデータ フィードを直接使用することができず、最適な保護を実
現することができません。

• 静的アドレス グループ： 管理者は、一般にインスペクションやブロックの適用を静的アドレス リストに依
存しており、リストが変更されるたびにファイアウォール ポリシーを手動で更新しなければなりません。こ
れは面倒で持続が困難な作業と言わざるを得ません。

• ファイアウォールのパフォーマンス： PS やアプリケーション インスペクションなどのファイアウォール  
サービスは、大幅なパフォーマンス低下を招く傾向があります。特に、インテリジェンス データ フィードの
エントリは 1 台のファイアウォール デバイスであっという間に（少なくとも）数千件まで累積し、パフォーマ
ンスの問題が発生して不要なアップグレードを強いられます。さらに、ファイアウォールがそのリソースを
最大化する形で脅威インテリジェンスを活用していない可能性があります。

• 分散したポリシー管理： ネットワークでファイアウォールの数が増加し、それらのファイアウォール全体で
一貫したポリシーが求められる中で、信頼できる一元的な Web ベースの管理ソリューションが重要にな
っています。

課題
ますます高度になる脅威がクラウドをダウン
させ、データ センター業務を中断に追い込
み、重要なデータの盗難を招きます。大量の
セキュリティ インテリジェンス フィードによ
ってリアルタイムの脅威を可視化できます
が、そうしたデータをファイアウォール ポリ
シーを介してシンプルに実行される、即座に
利用可能なインテリジェンスに変換すること
は非常に困難です。

ソリューション
SRX シリーズ サービス ゲートウェイは、セ
キュリティ ポリシーの最適化とサイバー攻
撃の阻止に役立つ適応性を備えたセキュリ
ティ インテリジェンス サービスを提供しま
す。これらのファイアウォールは、実際の脅
威に合わせたセキュリティ体制の確保に役
立ちます。

メリット
• 最新の脅威に対してタイムリーな保護を

提供する効果的な脅威インテリジェンス
を実現

• さまざまな脅威インテリジェンス フィード
を容易に適用し、柔軟で高度にカスタマイ
ズされたファイアウォール ポリシーを作成

• セキュリティ インテリジェンスをファイアウ
ォール ポリシーに動的に組み込むことで、
運用上の負担を軽減

• インテリジェントなサービス・チェイニング
によってパフォーマンスと拡張性に優れた
データ センター保護を維持

1 本資料では、GeoIP に関する説明（アドレス グループを示す）を除き、「脅威インテリジェンス」を「セキュリティ インテリジェンス」と同 
義と考えています。
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ジュニパーネットワークス SRX シリーズ ファイアウ
ォールとセキュリティ インテリジェンス 
ジュニパーは、拡張性に優れたセキュリティ ソリューションの完全なポートフ
ォリオを提供します。これらのセキュリティ ソリューションは、お客様をほとん
どの深刻な脅威から守ることが可能で、Juniper SRX シリーズ サービ 
ス ゲートウェイをベースとしています。SRX シリーズは、企業とサービス プロ
バイダが、UTM サービス、次世代ファイアウォール サービス、動的インテリジ
ェンス サービスを始めとするさまざまなサービスを実装する基盤を 
提供します。

これらの動的インテリジェンス サービスでは、生データか精査されたデータ
にかかわらず、複数のインテリジェンス フィードを集約し、標準化し、分析した
上で、ファイアウォールのエンフォースメント・ポイントで実行するセキュ 
リティ ポリシーに対して動的に配布できます。これらのサービスは、SRX  
環境と一体化されたオープンで拡張性の高いフレームワークによって実現さ
れます。このオープン フレームワークは、今後も脅威が拡大し、インテリジェン
ス フィードが進化し、セキュリティ管理者が強固なセキュリティ体制を維持す
るにはビッグ データの活用が不可欠となるという前提の下で設計さ 
れています。

ジュニパー SRX とセキュリティ インテリジェンス ソリューションには、3 つの
アプローチがあります。

1. セキュリティ インテリジェンス データを Spotlight Secure コネクタと共有
します。

a. Spotlight Secure は、最新のインテリジェンス データ フィードを収集
して最適化し、Spotlight Secure コネクタに送信します。現時点で提
供しているフィードは、 コマンドおよびコントロール（C&C）、 GeoIP ア
ドレス フィードです。

b. ローカル インテリジェンス データ（顧客提供フィードまたはサードパー
ティ フィード）を Spotlight Secure コネクタに送信します。

2. Spotlight Secure コネクタはセキュリティ インテリジェンスを動的に集約
し、最新のデータのみを SRX シリーズ ゲートウェイに配布します。脅威イン
テリジェンスをオンプレミスで集約することで、Spotlight Secure や社内
のローカル フィードだけでなく、サードパーティのフィードも含むさまざま
なソースからインテリジェンスを得ることができます。これらのデータはす
べて、SRX シリーズ デバイスのポリシー機能に反映できます。このアプ 
ローチは市場の他の製品とはまったく異なります。他の製品では、クラウド 
サービスにアクセスしてデータ フィードを受け取るためにファイアウ 
ォール自体に負担がかかるだけでなく、セキュリティ インテリジェンスを
利用する各ファイアウォールの設定を管理しなければならないファイア
ウォール管理者にも負担がかかります。さらに、Junos Space Security 
Director と Log Director は、脅威インテリジェンス ポリシーを一元管理
し、SRX シリーズ デバイスにセキュリティ イベント ログを提供します。

3. SRX シリーズ ゲートウェイは、セキュリティ インテリジェンスをセキュリ 
ティ ポリシーの一部として利用します。SRX シリーズでは、脅威にさらされ
たシステムの C&C サーバーへのアクセスを停止するなど、特定の使用ケ
ースに合わせてデータ フィードを使用するポリシーを適用することができ
ます。SRX シリーズは、管理者、または Spotlight Secure の GeoIP デ
ータのいずれかによって提供されたカスタム フィードによって動的に更新
されるアドレス グループに基づいて動作します。このため、運用効率が大
幅に向上し、迅速な保護が可能になります。それぞれの動的アドレス グル
ープは動的に更新されるので、作業や構成変更は不要です。そのため、保
守の時間帯を確保することなく、SRX シリーズにセキュリティ ポリシーを
適用するために使用されるアドレスを変更できます。

図1: Spotlight Secure と Spotlight Secure コネクタとの統合に基づく SRX シリーズとセキュリティ インテリジェンス
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ジュニパー ソリューションの特長とメリット 
ジュニパー セキュリティ インテリ 
ジェンス ソリューションの特長

説明 メリット

拡張性に優れたオープン セキュリティ イン
テリジェンス フレームワーク

• 脅威インテリジェンスのオンプレミスでの集約および制御
• 新たな脅威に対する保護を高めるためのカスタム  

フィードやその他のデータ タイプなど、新しい脅威インテ
リジェンス フィードを追加するための伸縮性に優れたフ
レームワーク

• データ フィードのリフレッシュ レートは顧客側で制御可能
• 新たなテクノロジーを「プラグイン」できる将来を見据え

た設計

• 企業のニーズとカスタム使用ケースに対応し、セキュリ 
ティと運用の柔軟性を追加

• データ フィードを容易かつ柔軟に適用し、状況に適したポ
リシーを容易に構築可能

SRX シリーズ ファイアウォール ポリシーに
動的に組み込むことが可能な、即座に使用で
きるセキュリティ インテリジェンス

• 脅威インテリジェンス データが集約されるので、脅威イン
テリジェンス フィードを SRX シリーズ アプライアンスが
容易に使用可能

• 誤検出を低減することで市場の他のソリューションより高
い信頼性を確保

• 脅威の深刻度スコアを基に即座に使用可能
•	 SRX シリーズ ファイアウォール デバイス内での使用に合

わせて最適化

• 脅威インテリジェンスを適用する前に、顧客が手作業でそ
れらを集約してクリーンアップする手間を省略

• 顧客独自のニーズとネットワーク環境に合わせて、最新の
脅威に対する効果的かつタイムリーな保護が可能

アドレス グループを動的に更新 • インスペクションやブロッキングの適用を静的アドレス リ
ストに依存しない

•	 SRX シリーズは、管理者、または Spotlight Secure で配
信される GeoIP データによって提供されたカスタム  
フィードで動的に更新されるアドレス グループで動作

• セキュリティ管理者の運用負担を軽減
• 運用効率を改善

実装を最適化することで、リソースを最大化
し、真の意味での顧客価値を創造

•	 SRX シリーズは膨大な数のデータ フィード エントリをサ
ポート可能（1 つのファイアウォールで最大 100 万件 
のデータ フィード エントリに対応） 

• お客様は Spotlight Secure コネクタを利用することで
ファイアウォール リソースを最大化して脅威の優先順位
を設定可能

• 現在の脅威保護で必要とされるパフォーマンスを確保

ファイアウォール ポリシーに対する柔軟 
で一元的なポリシー構成と管理

•	 Junos Space Security Director によって、ジュニパー フ
ァイアウォール、IPsec VPN、IPS、UTM、NAT、セキュリテ
ィ インテリジェンス ポリシーを容易に一元管理可能

• 大規模導入のサポートと管理
• すべての SRX シリーズ ファイアウォールに一貫したポリ

シーを適用

ソリューション コンポーネント
SRX シリーズ サービス ゲートウェイ： Spotlight Secure が取得し 
たフィード（C&C、GeoIPなど）や Spotlight Secure コネクタ フィード

（顧客またはサードパーティなど）に基づいて、ファイアウォール、IPsec 
VPN、IPS、AppSecure、UTM、NAT、脅威インテリジェンスのポリシーを適
用するジュニパー ファイアウォールです。これらの機能は互いに連携するた
め、ビジネス ニーズにとって重要なセキュリティ サービスを選択してレイヤー
型のセキュリティ アプローチの一部として適用できます。

Junos Space Security Director： SRX シリーズ ポリシーを管理するため
の一元的な管理プラットフォームです。

メモ： Security Director をセキュリティ ポリシー管理に使用するに
は、Junos Space ネットワーク管理プラットフォームを導入する必要 
があります。

Juniper Spotlight Secure： 変化し続ける脅威に対応するには、動的なセキ
ュリティ インテリジェンスが必要不可欠です。現在ジュニパーは、Spotlight 
Secure クラウドベース インテリジェンス サービスと、関連する脅威インテリ
ジェンス システムにより、さまざまな脅威に対する保護を実現するための一連
の脅威インテリジェンス フィードをサポートしています。

• コマンドおよびコントロール（C&C）フィード：ネットワークをボット 
ネットから保護

•	 GeoIP データ（地理的な場所に対応する IP アドレス セット）：ビジネス上の
理由による特定の場所へのトラフィックを制限または送信しない

効果的なセキュリティがクラウドとデータ センターの鍵
新たな脅威に対応するために、ジュニパーは分散した脅威インテリジェンス フィードに対して継続的に重要な価値を追加しています。特に、ジュニパー脅威
フィードには以下の特徴があります。

• マルウェアやボットネットに関するコマンドおよびコントロール（C&C）トラフィックを特に重視し、脅威インテリジェンスを IP アドレス、ドメイン、 
URL の形で含める

• 複数のサードパーティ データ ソースの集約情報をベースとし、ジュニパー自身のマルウェア研究チームが作成したオリジナルのインテリジェンス 
をプラスする

•  Spotlight Secure を 1 時間おきに更新して常に最新の状態を保ち、最新の脅威のみがブロックされるようにする
• 各フィード エントリに脅威の深刻度評価を含めることで、脅威の深刻度に基づいてポリシーを作成できるようにし、誤判定を削減して効果を高めるために

自社の導入状況に合わせてソリューションを微調整できるようにする
ジュニパーの統合ソリューションでは、利用可能なメモリとリソースに基づいて、SRX シリーズ デバイスが利用できるデータの量を指定できます。最もアク
ティブで危険な脅威には Spotlight Secure コネクタで高い優先順位が割り当てられるため、ファイアウォール リソースの利用率を最大化して、最適な脅
威保護を実現できます。
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• カスタム脅威データ フィード（顧客またはサードパーティが提供）：顧客また
は使用ケース シナリオにとって重要な特定の脅威に対する保護を提供 

（ブラックリスト/ホワイトリストの形で SRX シリーズ ファイアウォール ポリ
シーの一部として使用される IP/URL のリストなど）

動的アドレス グループ： SRX シリーズ ルールで「送信元」または「送信先」オ
ブジェクトとして使用できる IP リスト。動的アドレス グループは動的に更新さ
れ、作業や構成変更は不要です。このため、保守の時間帯を確保することなく、
セキュリティ ポリシーを適用するために使用されるアドレスを変更できます。
動的アドレス グループでは、以下のフィードがサポートされます。

• カスタム IP リスト フィード
•  GeoIP フィード（Spotlight Secure から取得）

Spotlight Secure コネクタ： Spotlight Secure の社内向けの拡張機能で
ある Spotlight Secure コネクタは、Spotlight Secure のフィードととも
に、SRX シリーズ ゲートウェイと共有することになるローカル ソースのフ 
ィードを利用することで、ソリューションにコントロールとインテリジェンスを
提供します。Spotlight Secure を通じて利用できるセキュリティ インテリジ
ェンス フィードは以下のとおりです。

• 悪意のある C&C アクティビティやボットネット アクティビティの既知の IP、
ドメイン、URL。たとえば、感染したデバイスがインターネット上の C&C  
サーバーに接続しようとすると、Spotlight Secure によって提供される 
C&C 送信先のリアルタイム フィードに基づいてそのトラフィックをブロック
できます。フィード データは頻繁に更新され、動的に読み込まれます。作業や
構成変更は不要です。

•  GeoIP（国と IP のマッピング）データ

Spotlight Secure コネクタを通じてローカルに取得されるセキ 
ュリティ インテリジェンスは以下のとおりです。

• 顧客提供データまたはサードパーティ（組合など）データによるカスタム IP 
リスト フィード：手動アップロードするカスタム ファイルの形で取得した
り、Web サーバー経由での定期更新を設定できます。

まとめ：効果的なネットワーク保護と優れた顧客体
験は同義
顧客体験が重要なビジネス要件であり、新たな脅威が登場しようが、 
トラフィックが成長しようが、セキュリティを「機能させる」必要があ 
るという意見にはあらゆる組織が同意することでしょう。

ジュニパーの SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセキュリティ インテリジ
ェンスは、急速に変化を遂げる脅威に対応するために、まったく新たに構築さ
れました。ジュニパーは、Junos Spaceネットワーク管理プラットフォームで
すべての SRX シリーズ ポリシーを一元管理することで、時間を節約し、複雑
さを最小限に抑えられるようにします。

最終的には、ビジネス ニーズに応じて構築および拡張できるオープン セキュ
リティ インテリジェンス ソリューションを生み出しました。Spotlight Secure 
は、ポリシー内で即座に使用できるセキュリティ インテリジェンスを提供しま
すが、お客様側でニーズの変化に合わせて脅威インテリジェンスの独自の 
ソースを追加することもできます。

詳細情報
SRX シリーズ サービスゲートウェイと統合セキュリティ インテリジェンスの
詳細については、www.juniper.net/jp/ をご覧になるか、ジュニパー販売代
理店にお問い合わせください。

ジュニパーネットワークスについて
ジュニパーネットワークスは、ネットワークイノベーション事業に従事していま
す。デバイスからデータセンターまで、消費者からクラウドプロバイダまで、ジ
ュニパーネットワークスはネットワークの使い勝手や経済性を向上させるソフ
トウェア、シリコン技術やシステムを提供しています。ジュニパーネットワーク
スは、世界中のお客様とパートナー企業のために尽力しています。詳細につい
ては、www.juniper.net/jp/ をご覧ください。

http://www.juniper.net/jp/jp/
http://www.juniper.net/jp/jp/

