
ジュニパーの ADVANCED THREAT
PREVENTION データシート

製品説明
ジュニパーネットワークスの SRX シリーズファイアウォールに Juniper Networks®

Advanced Threat Prevention（ATP）を追加することで、既知および未知の脅威を特定し
てブロックすることができます。ジュニパー ATP は、機械学習を使用して既知と未知の
サイバー脅威の両方を見つけてブロックし、ファイルとネットワークトラフィックを分
析して、悪意ある行動の兆候を探します。ATP は、暗号化されたトラフィックに隠れて
いるボットネットや C&C サーバーを含む、ゼロデイマルウェアの脅威や悪意のある接
続を発見することができます。ジュニパーの精選されたセキュリティインテリジェンス
フィードである SecIntel を使用することで、ATP はすべてのネットワーク接続ポイント
に保護メカニズムを適用し、これらの脅威を未然に防ぐことができます。
Advanced Threat Prevention Cloud

SRX シリーズのファイアウォールに対するアドオンライセンスとして導入される ATP
Cloud は、静的および動的分析と機械学習を組み合わせて、Web からダウンロードされ
たり電子メールで送信される未知の脅威を迅速に特定し、ファイルの判断とリスクスコ
アを SRX シリーズのファイアウォールに返すため、ネットワークレベルでのブロッキン
グが可能です。さらに、ATP Cloud は、ファイルの分析、Juniper Threat Labs による調
査、および高い評価を得ているサードパーティの脅威フィードから収集された、悪意の
あるドメイン、URL および IP アドレスで構成された SecIntel セキュリティインテリジェ
ンスを提供します。これらのフィードは、SRX シリーズのファイアウォールとジュニパ
ーネットワークスの MX シリーズユニバーサルルーティングプラットフォームに配信さ
れ、コマンド＆コントロール通信を自動的にブロックすることができるため、企業への
攻撃を成功させることがさらに困難になります。ATP Cloud には、コンフィグ/ライセン
ス/レポートを管理する独自のポータルが含まれます。
Advanced Threat Prevention Appliance

ATP 製品は、オンプレミスと仮想の両方の導入に対応しており、ジュニパーネットワー
クスの JATP400 および JATP700 Advanced Threat Prevention Appliance の 2 種類のハー
ドウェアベースのプラットフォームで利用できます。

• JATP400: JATP400 は、1 日あたり最大 50,000 のオブジェクトをデトネーションす
る 1U アプライアンスです。エンタープライズ全体にわたって、Web、電子メー
ル、水平方向の脅威を分散的に検知する必要がある組織に特化して構築されていま
す。

• JATP700: JATP700 は、1 日あたり最大 130,000 のオブジェクトをデトネーション
する必要のあるような、ハイパフォーマンスセキュリティ要件を持つより大規模な
集中型環境向けの 2U アプライアンスです。
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製品概要

Juniper Advanced Threat
Prevention（ATP）は、高度か
つ完全なマルウェアの検知と
防御を提供するクラウドベー
スのサービスまたはオンプレ
ミスのアプライアンスです。
SRX シリーズファイアウォー
ルと統合することで、Juniper
ATP は、静的、動的、機械学
習識別を活用した脅威インテ
リジェンスとマルウェア分析
機能を提供し、ユーザー、ア
プリケーション、インフラス
トラクチャを保護します。

https://www.juniper.net/jp/ja/products/security/secintel-threat-intelligence.html
https://threatlabs.juniper.net/home/#/
https://www.juniper.net/jp/ja/products/routers/mx-series.html
https://www.juniper.net/jp/ja/products/security/advanced-threat-prevention.html
https://www.juniper.net/jp/ja/products/security/advanced-threat-prevention.html
https://www.juniper.net/jp/ja/products/security/srx-series.html
https://www.juniper.net/jp/ja/products/security/srx-series.html


VMware vSphere または ESXi で動作する Juniper ATP の仮想バー
ジョンは、8 個または 24 個の仮想 CPU コアで展開することがで
き、1 日あたり最大 116,000 のオブジェクトのデトネーションを
処理することができます。

Juniper ATP Appliance は、SRX シリーズのファイアウォールや独
自のビルトイン型コレクターを使用して Web、電子メール、水
平方向のトラフィックから収集するため、複数のファイアウォー
ルソリューションを採用している組織に最適です。収集されたデ
ータは、オンプレミスにある ATP Appliance に送信され、ATP
Appliance コアでさらに処理されます。この ATP Appliance コア
が、既知および未知の脅威を特定し、攻撃キルチェーンの検知を
マッピングすることで、環境内の脅威の進捗状況について、詳細
で包括的な分析を提供します。

いったん脅威が検知されると、Juniper ATP Appliance は、ファイ
アウォールポリシーの更新を SRX シリーズのファイアウォールに
送信します。Juniper ATP Appliance は、Palo Alto Networks、
Fortinet、Cisco などのベンダーからのサードパーティファイアウ
ォールのポリシーを更新するように設定することも可能です。

また、Juniper ATP ソリューションは、ジュニパーやサードパー
ティのスイッチと連携して脅威を隔離し、ワンタッチで侵害され
たホストを隔離して、感染の水平方向の拡散を制限します。
Juniper ATP は、検出結果に基づいて感染したホストのリストを
作成し、Juniper Networks Policy Enforcer と連携して、Juniper
Networks EX シリーズや QFX シリーズスイッチ、または
ForeScout などの NAC ベンダーと統合することで、ネットワーク
上の感染したホストをブロックまたは隔離します。

アーキテクチャと主要コンポーネント
Advanced Threat Prevention Cloud

Juniper ATP は、ジュニパーの次世代 SRX シリーズのファイアウ
ォールを活用して、トラフィックのルーティングと可視化を実現
しながら、同時に脅威、構成、レポートのクラウド管理を提供し
ます。

Juniper ATP Cloud は、Web ベースの脅威または電子メールで配
信された脅威を特定します。SRX シリーズのファイアウォールに
備わる SSL 暗号化解除機能を使用することで、暗号化されたセッ
ションに送信されたあらゆるマルウェアを容易に特定することも
できます。Juniper ATP Cloud は SMTP および IMAP 電子メールプ
ロトコルに対応しており、悪意のある添付ファイルがないか電子
メールを検査し、エンドユーザーに脅威を与える可能性のある電
子メールを隔離することができます。

ジュニパー ATP クラウドは、パブリッククラウドインフラストラ
クチャを活用して、柔軟で拡張性の高いファイル分析と脅威特定
を提供します。SRX シリーズファイアウォールとクラウド間のす
べての通信は、安全で、両側から暗号化接続することで実現して
います。分析のためにクラウドにアップロードされたファイル
は、その後、プライバシを保証するため破棄されます。Juniper
ATP Cloud のプライバシポリシー、およびより広範囲をカバーす
るジュニパーネットワークスのプライバシポリシーの詳細な説明
については、www.juniper.net/jp/ja/privacy-policy/をご覧くださ
い。

ジュニパー ATP クラウドは、グローバルで利用できます。北米
（米国とカナダ）、EMEA、APAC のデータセンターから配信さ
れています。この広範囲にわたる可用性により、これらの地域の
お客様は、クラウドベースの脅威防御とインテリジェンスサービ
スからメリットを享受しながら、同時にお客様のデータのローカ
ライゼーションやデータプライバシーの懸念に対応することがで
きます。送信されたデータはその地域で処理され、その地域の境
界を超えることはありません。お客様は、データの所在位置をよ
り細かく管理することができ、規制やプライバシーに関する要件
を満たすことができます。

図 1：Juniper Advanced Threat Preventionクラウドアーキテクチャ
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https://www.juniper.net/jp/ja/products/switches/ex-series.html
https://www.juniper.net/jp/ja/products/switches/qfx-series.html
https://www.juniper.net/jp/ja/privacy-policy.html


Juniper Advanced Threat Preventionの機能とメリット
特長 説明
マルウェア
分析

マルウェア分析は、Web からダウンロードされたか、電子メールで分散したファイルの静的および動的分析から両方で構成されており、悪意のあるコンテンツを特定
し、そのファイルがコマンド＆コントロール（C&C）サーバーに接続して悪意のあるペイロードをインストールしようとしているかどうかを検出します。脅威が検知さ
れなかった場合、ファイルはダウンロードされるか、受信者に配信されます。マルウェアやグレーウェアが検知された場合、SRX シリーズのファイアウォールなら、ダウ
ンロードをブロックしたり、電子メールの配信を阻止したりすることができます。ジュニパー ATP では、Windows バージョン 7 および 10、Mac、Linux、Android 用のフ
ァイルと実行可能ファイルを分析することができます。独自のカスタム企業 Windows イメージを作成されている場合は、そのイメージを JATP Appliance にアップロード
することができます。

暗号化トラ
フィックの
インサイト
（ETI）

暗号化トラフィックのインサイト（ETI）により、TLS/SSL による完全な暗号化解除の負荷をかけることなく暗号化トラフィックの脅威を可視化することができます。
SRX シリーズのファイアウォールでは、使用された証明書、ネゴシエートされた暗号スイート、接続の動作など、SSL/TLS 接続についての関連データを収集しま
す。 Juniper ATP Cloud がこの情報を処理し、ネットワーク動作分析と機械学習に基づいて接続が無害なものか悪意のあるものかを判定します。悪意があると判明された
暗号化トラフィックについては、SRX シリーズのファイアウォール上で設定されたポリシーを使用して、これらの脅威をブロックすることができます。

SecIntel SecIntel は、精選されたセキュリティインテリジェンスを、既知の攻撃で使用されていた悪意のあるドメイン、URL、IP アドレスが含まれる脅威フィードという形式で提
供します。また SecIntel では、お客様はインラインブロック向けに、独自の脅威インテリジェンスをフィードして配信することもできます。この情報は、SRX シリーズの
ファイアウォールや、ケースによっては MX シリーズユニバーサルルーティングプラットフォームや EX シリーズおよび QFX シリーズスイッチにも提供され、既知の脅
威を特定してブロックします。

適応型脅威
プロファイ
リング

絶え間なく発生する新たな脅威に対処するために、企業は ATP クラウドの Adaptive Threat Profilingを利用して、現在ネットワークを攻撃している人や物に基づいたセキ
ュリティインテリジェンス脅威フィードを自動的に作成することができます。Adaptive Threat Profilingは、ジュニパーのセキュリティサービスを活用してエンドポイント
の動作を分類し、カスタムの脅威インテリジェンスフィードを作成します。このフィードは、複数の実施ポイントでのさらなる検査やブロックに使用することができ、企
業は攻撃にリアルタイムで対応できるようになります。

攻撃分析 分析ビューは何が起きているのかを把握する手段となり、セキュリティ運用担当者は、ネットワーク内で発生している相関性のある脅威アクティビティを確認し、優先度
の高い脅威を迅速に特定して対応方法を理解したり、発生した問題を修復するために隔離することができます。

脅威の防御
と緩和

発生した脅威に対して、物理または仮想の SRX シリーズのファイアウォールでインラインでブロックしたり、サードパーティ製のファイアウォールでネットワークタッ
プを介して検出して記録することができます。脅威の横方向への拡散を防ぐために、ジュニパー ATP は既存のネットワークアクセスコントロール（NAC）ソリューショ
ンと統合し、感染が修復されるまで感染したホストを隔離するか、ネットワークからドロップします。さらに、ジュニパー ATP の SecIntel 脅威フィードは、MX シリーズ
のルーターや EX シリーズ、QFX シリーズスイッチとも統合できます。

自動化 セキュリティ運用担当者がホストやエンドポイントを識別する際の手作業の負荷を軽減するために、ジュニパー ATP は、IP アドレスとメディアアクセス制御（MAC）ア
ドレスの両方をもとにマシンやホストを識別することができます。防御機能を自動化するために、ジュニパー ATP はサードパーティのファイアウォール、スイッチ、無
線技術と統合して、脅威が取り除かれるまでユーザーをブロックしたり、ホストを隔離したりすることができます。この機能は、SRX シリーズのファイアウォール、MX
シリーズのルーター、EX シリーズおよび QFX シリーズのスイッチに適用されます。自動化により、企業は、各デバイスに対して個々のポリシーを設定するのではなく、
異なるシステムから成るグループにポリシーを設定して定義できるようになり、導入が簡素化されます。

Advanced Threat Prevention Appliance

オンプレミス型の Juniper ATP Appliance は、SRX シリーズのファ
イアウォールをインラインの検出とブロックに使用するコレクタ
ーとして使用したり、独自のビルトイン型コレクターを使用して
サードパーティ製のファイアウォールと併用することもできま
す。MSSP（Managed Security Service Provider) 環境の場合、マル
チテナントをサポートするためにコレクターとコアを分けて ATP
Appliance を展開することもできます。お客様の各拠点にコレク
ターを設置し、コアまたはコアのクラスターが、すべてのトラフ
ィックを分析します。

ネットワーク全体で収集されたファイルと関連する実行可能ファ
イルは、さらなる分析のために、JATP400 または JATP700
Appliance にある、SmartCore 検知と分析エンジンに送られま
す。外部から隔離された環境の場合、ジュニパー ATP Appliance
は、インターネットにアクセスできなくてもマルウェアの検知と
緩和、さらに相関関係を提供する、プライベートモードでの運用
が可能です。

SRX シリーズのファイアウォールは、SmartCore エンジンによっ
て検知された脅威をブロックできます。包括的な攻撃分析を行う
ために、Juniper ATP Appliance は、アクティブディレクトリ、エ
ンドポイントアンチウィルス、ファイアウォール、セキュア
Web ゲートウェイ、侵入検知システム、エンドポイント検出お
よび応答ツールなどの、他の特定およびセキュリティ製品から得
られる検出ログも取り込みます。ログはサードパーティデバイス
から直接取り込むことも、既存のセキュリティ情報とイベント管
理（SIEM）/システムログサーバーから転送することもできま
す。

図 2：Juniper Advanced Threat Preventionのオンプレミスアーキテクチャ
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注文情報
Juniper Advanced Threat Prevention
ライセンスオプション MX シリーズルーター EX/QFX シリーズスイッ

チ
SRX シリーズファイ
アウォール

ジュニパー ATP クラ
ウド

ジュニパー ATP アプライアンス

ATP および SecIntel 機能の導入 クラウド クラウド クラウド クラウド オンプレミス（JATP400、JATP700、
ATP バーチャルアプライアンスが必
要）

SecIntel フィード ◯―MX240、MX480、MX960
（C&C、カスタムホワイトリ
スト、ブロックリストのみ）

◯ー感染したホストフィード
のみ

◯ ◯ ◯

動的分析 × × × ◯ ◯

適応型脅威プロファイリング × × ◯ ◯ ×

暗号化されたトラフィックのイン
サイト 1

× × × ◯ ×

ファイアウォール/コレクター N/A N/A SRX シリーズ ファイ
アウォール

SRX シリーズ ファイア
ウォール

SRX シリーズのファイアウォールまた
は JATP400、JATP700、または ATP
バーチャルアプライアンス

脅威分析 × × × ◯ ◯2

サードパーティ脅威検出
ログインの取り込み

× × × × ◯2

Policy Enforcer が必要です ◯ ◯ × × ×

ライセンスタイプ S-MX（モデル）-CSECINTEL S-（EX または QFX）-
CSECINTEL

プレミアム 1、2、ま
たは 3

SRX プレミアム 1、2、
または 3 が必要です

スタンダード 1 または 2、アドバンス
ド 1 または 2

ライセンスの有効期間 サブスクリプション：1、3、
5 年間

サブスクリプション：1、
3、5 年間

サブスクリプション：
1、3、5 年間

サブスクリプション：
1、3、5 年間

サブスクリプション：1、3、5 年間

1. Encrypted Traffic Insights（暗号化されたトラフィックのインサイト）には、Junos OS 20.2 以降が必要です

2. これらのオプションは、ATP Appliance でアドバンスド 1 またはアドバンスド 2 ライセンスをご購入された場合にのみご利用いただけます

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、ネットワーク運用を劇的に簡素化
し、エンドユーザーに最上のエクスペリエンスを提供することに
注力しています。業界をリードするインサイト、自動化、セキュ
リティ、AI を提供する当社のソリューションは、ビジネスで真の
成果をもたらします。つながりを強めることにより、人々の絆が
より深まり、幸福、持続可能性、平等という世界最大の課題を解
決できるとジュニパーは確信しています。 
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