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サービスの概要

セキュリティ ベンダーの変更は複雑
な作業を伴う可能性がありますが、
時にはそれでも変更を検討せざるを
得ない切実な理由があります。たと
えば、テクノロジの更新サイクル、
企業や業界における規制の変更、容
量拡大や新機能の必要性などが考え
られます。理由が何であれ、ベンダー
間の移行には多額の運用コストが発
生します。多くの企業は、移行プロ
セスや、それに必要な専門知識、専
門技術に対して準備ができていない
か、認識されておりません。 

サービスの説明
ジュニパーネットワークスのデータ センター セキュリティ移行の準備状況評価により、ジュニパー

ベースの強化されたセキュリティ環境への移行を準備することができます。このサービスの一環とし

て、ジュニパーネットワークスのプロフェッショナル サービス チームが提供する移行の専門知識を

活用し、技術要件とプロセスの独自分析や、移行の実施時に利用できるスキルの評価を受けることが

できます。本サービスは次の 3 つの領域を対象とします。

1. セキュリティ インフラストラクチャへの変更の要件

2. ファイアウォール管理の変更に対する影響

3. 新しいセキュリティ環境に移行して運用する上で必要なスキル

ジュニパーのデータ センター セキュリティ移行の準備状況評価サービスは、新しいジュニパーベー

スのセキュリティ プラットフォームへの移行を計画しており、公式のセキュリティ ステートメント

（エンゲージメント、ログの保存、変更承認、問題解決プロセスなどを含む企業のセキュリティ体制を

文書化したガイド）がすでに用意されている大企業にお勧めです。これは、金融サービス会社や医療

機関などの継続的な事業活動の一環として、効率的かつ効果的なデータ センター セキュリティの移

行が必要な状況に特に適しています。

大部分の企業では、データ センターのセキュリティで大規模な移行はほとんど必要ありません。そ

のことが、セキュリティ ポリシー、ファイアウォール要件、または移行を計画し実行する上で必要

なスキルへの潜在的な影響に対する準備不足、無理解、考慮不足につながる場合があります。

本サービスを検討すべきタイミングの例を以下に示します。

• ジュニパー対応の新しいセキュリティ プラットフォームへの移行を計画し始めた時

• テクノロジ更新サイクル中

• 事業活動や業界の規制が変わった時

• ユーザー セグメントの追加や、BYOD（個人所有デバイスの持ち込み）などを原因としたトラ

フィックの発生源の多様化に関する要件など、セキュリティ上の考慮事項が複雑化したために、

セキュリティ ステートメントを変更する必要がある時

データ センター セキュリティ移行の準備状況評価サービスは、移行に伴う技術的/財務的リスクを

緩和する上で役立つように設計されており、現在利用しているファイアウォール機器のプロバイダを

問わず、すべてのお客様にご利用いただけます。同サービスは、ジュニパー製品のみならず、その他

ベンダーの製品が関係する類似の移行に深く関わった経験を有するジュニパーのコンサルタントが

提供します。
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本サービスの期間では、約 7 日かけて、以下に示す各領域に取り組むた

めの移行プロセスと計画において想定される変更と作成に関して評価を

行います。

• 最大 2 つの環境に対するセキュリティ ステートメントとセキュリ

ティ境界設定の変更

• （注：3 つ以上の環境で評価が必要な場合は、作業範囲のカスタマ

イズが必要です）

• 新しいセキュリティ アーキテクチャの実装

• プロビジョニング ワークフローとセキュリティ ルール管理に対す

る変更の実装

• ジュニパーのベスト プラクティスで推奨されているものと比較し

た、移行と現行運用のためのセキュリティ スキルの社内での普及

状況

図 1.移行評価と評価プロセス

特長とメリット
財務上の利点に加えて、本サービスをご利用になれば、顧客/会社の財産

の保護を強化し、政府によって義務付けられたプライバシー、機密性、

財務データに関する規制に対するコンプライアンスを確保し、全体的な

セキュリティを高めることができます。現在の状況、立てるべき目標、

変更に関する推奨事項を含む評価の結果を参考にすれば、移行の準備を

効果的に行い、必要なスキルを備え、見逃していたかもしれないリスクを

最小限に抑えることができます。

ジュニパーのコンサルタントは、評価の結果をまとめ、現在の状況、立

てるべき目標、変更に関する推奨事項を記載した文書によるレポートを

提出します。レポートには、既存の移行計画に対する改良点の提案と、

移行スキルの不足に対処するためのオプションも記載されています。 

これにより、効果的かつ効率的な移行の準備を整えるとともに、推奨 

される移行プロセスと計画、そして必要な作業のレベルを把握すること

ができます。社内外のスキル要件を認識し、さらには、ジュニパーネッ

トワークスのコンサルタントを、ガイダンスと支援を提供する、信頼で

きるアドバイザーとして利用できます。

ジュニパーのコンサルティング
ジュニパーのプロフェッショナル サービスのコンサルタントとエンジニ

アは、ネットワークとセキュリティのリーダーとして、セキュリティ ソ

リューションの設計、導入、最適化において、サービス プロバイダを他

社には真似のできない形で支援します。同サービスのチームは、大規模

なインターネットワーク設計に伴う複雑さと緻密さを十分に理解してお

り、サービス プロバイダや企業を支援し、カスタマイズされ、統合され

た「ターンキー」ソリューションを提供します。

ジュニパーネットワークスのプロフェッショナル サービスは、ネット

ワークの価値実現までの期間の短縮、収益創出能力をオンラインで迅速

に提供することによる生産性の向上、新しいビジネス モデルとベン

チャー事業の迅速な展開、市場範囲の拡大、顧客満足度の向上を支援し

ます。貴社の現場のスタッフは、ジュニパーのスペシャリストと緊密に

連携し、運用能力を高め、IT リスクを抑制することができます。世界中

の数多くの顧客を支援してきた経験を有するジュニパーネットワークス  

プロフェッショナル サービスは、安心して運用でき、インフラへの投資を 

迅速に回収するためのネットワークの設計、実装、最適化を他社には真

似のできない形で支援します。本サービスのプロフェッショナルは、今

日のネットワークとセキュリティの需要と、今後の需要、すなわち、帯

域効率、クラス最高のセキュリティ、高い信頼性、費用対効果の高い拡

張について理解しています。

ジュニパーのコンサルタントをご利用になることで、必要な技術的監査、

セキュリティ監査、評価スキルを社内で提供する必要もなくなります。

社内のリソースが利用できるようになるまで待つ必要がなく、プロジェ

クトの優先順位をどうするかという問題に対処する必要もないため、評

価を素早く完了することができます。

ネットワーク最適化のためのその他のサービス
ジュニパーネットワークスは、データ センター セキュリティ移行の準備

状況評価に加え、検討に値するその他のコンサルティング サービスをご

用意しています。次がその例です。

• データ センター セキュリティ評価：通常、このサービスは、デー
タ センター セキュリティ移行の準備状況評価の前提となるもので

す。セキュリティ ステートメントとセキュリティ環境の間で矛盾

が生じている、あるいは、ビジネス要件に合っていない領域を特

定します。

さらに、幅広いコンサルティングとパッケージ化された実装サービスを

ご利用になれば、ネットワーク設計を強化し、運用環境を最適化するこ

とができます。ネットワーク評価の初期の段階で利用を検討すべきサー

ビスを以下に示します。

戦略的ネットワーク コンサルティング：プロジェクトの計画段階でこの
サービスをご利用になれば、ネットワーク アーキテクチャの戦略、また、

その戦略を最適なソリューションに変換する計画を決定する上で役立ち

ます。自社のビジネス要件の把握、既存のネットワーク インフラストラ

クチャへの変更による影響の判断、さらには、ネットワークをしっかり

管理しながら強化するための、アーキテクチャに関するガイダンスと推

奨事項の提供を目的としています。

情報の評価

• セキュリティ ステートメント
• 実装ドキュメント
• トラフィック データ
• 既存の移行計画

移行実行計画

• 新しいビジネス イニシアチブの影響
• 外部市場/規制上の要件の影響
• 移行プロセスの開発

評価結果と
移行計画の提示

• 現場でのワークショップ
• 移行プロセスの提案
• 予想されるスキル不足の緩和計画
• 次のステップ
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ジュニパーネットワークスのソリューションの 

購入については、03-5333-7410 に 

お電話いただくか、認定リセラーに 

お問い合わせください。

• 高位設計：新しいネットワークまたはセキュリティ プロジェクト

の実装は、要件の評価と、使用するアーキテクチャの詳細なレン

ダリングから始まります。高位設計サービスは、必要なトポロジー、

プロトコル、機器を定義し、必要に応じて設計をマッピングします。

• 低位設計：ネットワークの高位設計を決定したのちに、その詳細を
決定する必要があります。低位設計サービスは、ネットワークを

実現する上で必要な、最適な構成と機器を決定します。

• テスト サービス：ジュニパーネットワークスのテスト サービスは、 

新しいネットワークを実装する前に、お客様のネットワークに固

有のパフォーマンス要件に関するお客様の知識と、ジュニパーの

ネットワーク設計手法および製品の確かな基盤とを組み合わせて、

お客様固有のエンドツーエンドの導入シナリオをシミュレートす

るためのテスト環境をカスタマイズして構築できます。これによ

り、独自のテスト ラボを構築して運用するコストを回避し、プロ

ジェクトのリスクを抑制し、本番環境に新しいテクノロジをシー

ムレスに実装し、導入にかかる時間を短縮できます。

• ファイアウォール変換サービス：ジュニパーネットワークスのファ
イアウォール変換サービスは、データ入力エラーを最小限に抑え

る、長年の実績があるファイアウォール変換手法と自動化された

プロセスを貴社に提供します。ジュニパーネットワークスのファ

イアウォール変換コンサルタントは、インフラストラクチャとビ

ジネスの分析、設計、テスト、導入を行います。

• Junos Space Security Director クイックスタートサービス：ジュ
ニパーネットワークス ® の Junos® Space Security Director は、

現場に常駐するエンジニアによる専門知識に基づいた支援を提供 

し、ジュニパー製品への投資から最大限の価値を迅速に引き出す

ためのクイックスタート サービスです。オンサイト ナレッジ  

トランスファ プロセスにおいて、プロフェッショナル サービス  

コンサルタントが日々ガイダンスと学習リソースを提供し、お客様

のスタッフが Junos Space ソリューションをインストール、設定、

運用できるようにします。

• STRM（Security Threat Response Manager）クイックスター
ト サービス：ジュニパーネットワークス シリーズの Security 

Threat Response Manager クイックスタート サービスは、現場

に常駐するジュニパーネットワークス プロフェッショナル サービ

スのエンジニアによる専門知識に基づいた支援を提供し、ジュニ

パー製品への投資から最大限の価値を引き出すお手伝いをします。

プロフェッショナル サービス コンサルタントは、オンサイト ナ

レッジ トランスファ プロセスにおいて、お客様の IT 環境に将来 

STRM シリーズ ソリューションをインストール、設定、展開する

ための専門家によるガイダンスと学習リソースを提供します。

• Junos Pulse ゲートウェイ クイックスタート サービス：ジュニ
パーネットワークス Junos Pulse ゲートウェイ クイックスタート 

サービスは、現場に常駐するエンジニアによる専門知識に基づい

た支援を提供することで、ジュニパーネットワークス Junos の最

初の実装にかかる時間を短縮し、極力短い期間でジュニパー製品

への投資から最大限の価値を引き出せるように支援します。

ジュニパーネットワークスのサービスとサポート
ジュニパーネットワークスは、高性能なサービス分野のリーダー的存在

であり、高性能ネットワークの高速化、拡張、最適化を目指しています。

当社のサービスを利用することで、コストを削減し、リスクを最小限に

抑えながら、生産性を最大限高め、より高速なネットワークを構築し、

価値を高めることができます。また、ネットワークを最適化することで、

必要な性能レベルや信頼性、可用性を維持し、卓越した運用を保証し

ます。詳細については、www.juniper.net/jp/jp/products-services を

ご覧ください。

注文情報
ジュニパーのデータ センター セキュリティ移行の準備状況評価サービ 

スは、下表に示す部品番号を使用してお申込みいただけます。サービス 

が開始される前に、実施すべき作業範囲の概要が記述された SOW （作

業指示書）が作成されます。

モデル番号 説明

PRO-ASSESS データ センター セキュリティ移行の 
準備状況評価

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、ネットワーク革新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、そしてコンシューマからクラウド 

プロバイダにいたるまで、ジュニパーネットワークスは、ネットワーク

のエクスペリエンスや経済性を変革するソフトウェア、シリコン、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。詳細な情報については、

www.juniper.net/jp/ をご覧ください。
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