
次世代ファイアウォールサービスのデ
ータシート

製品説明
労働環境の分散化が進むにつれて、ユーザーが必要な時に、必要なデータやアプリケー
ションに確実にアクセスできるようにするため、ネットワークエッジのセキュリティが
これまで以上に重要になっています。

リモートワーク環境の安全性を確保するにあたり、クラウドから提供されるセキュリテ
ィは十分ではありません。従業員を第一に考えることから始めて、仕事を効率的に行う
ために必要なデータやアプリケーションに安全にアクセスできるようにし、会社の合理
化を推進する必要があります。クライアントからワークロードまでの途切れのない可視
性、セキュリティアシュアランス、単一のポリシーフレームワークは、リモートワーク
の安全を確保するために不可欠なツールです。

アクセスによって組織のリスクが増えることがあってはなりません。企業が直面する脅
威の増加に対応しつつ、ユーザーがさまざまなデバイスから新しいアプリケーションに
アクセスできる状態を維持するためには、セキュリティを追加する必要があります。
Juniper Networks® SRX シリーズファイアウォールは、アプリケーション認識、ユーザ
ー識別、コンテンツ検査を備えた統合型次世代ファイアウォール（NGFW）保護サービ
スを、物理環境、仮想環境、コンテナ環境、サービスとしてなど、あらゆる導入で提供
します。さらに NGFW の機能に加えて、SRX シリーズデバイスは侵入防御、SSL 検査、
URL フィルタリング、未知の脅威検知も提供しており、一般的なアーキテクチャが持つ
広範なセキュリティ要件に対応する単一のセキュリティプラットフォームとなります。

 

アーキテクチャと主要コンポーネント
SRX シリーズの NGFW サービスアーキテクチャには、企業や MSP を絶え間ないサイバ
ー攻撃から保護するための強力なプラットフォームとなるいくつかの主要コンポーネン
トが含まれています。

 

ユーザーの識別とアクセス制御：ユーザーファイアウォール
ユーザ識別は、ネットワーク要件のみならず、ビジネスニーズを反映したセキュリティ
ポリシーを管理者が作成できるようにする次世代ファイアウォールのコア要件です。こ
の柔軟性が、IP アドレスではなくユーザー ID に基づいてファイアウォールルールを作
成し、セキュリティポリシーを定義、管理および改良する強力なメカニズムを生み出し
ます。ジュニパーのユーザーファイアウォール機能を通して、SRX はアクティブディレ
クトリなどのディレクトリサービスと統合することで、トラフィックを特定のユーザー
に関連付けることができます。企業は、個々のユーザーまたはユーザーグループに基づ
いてアプリケーションの使用を許可するようにポリシーを定義することで、よりパワフ
ルながらもシンプルなセキュリティ制御を実現できます。ユーザーファイアウォールで
は、セキュリティポリシーをグループの観点から表現することができ、ユーザーがグル
ープに追加されたり削除された場合でも、セキュリティポリシーを引き続き機能させる
ことができます。さらに、ユーザーファイアウォールは、IP アドレスではなくユーザー
レベルでアプリケーションの使用状況を可視化するため、ネットワークを通過するアプ
リケーショントラフィックに対するパワフルなインサイトが得られます。セキュリティ
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製品概要

ジュニパーネットワークス
は、クライアントからワーク
ロードまでの細部にわたる管
理と可視性を提供する複数の
ハイパフォーマンス次世代フ
ァイアウォールを提供してい
ます。可視性、インテリジェ
ンスそして実施は、脅威を認
識するネットワークに不可欠
な要素です。ジュニパーで
は、アプリケーションの識
別、ユーザーの識別、ネット
ワークやアプリケーションの
悪用からの保護、マルウェア
の検出および防止、暗号化さ
れたトラフィックのインサイ
ト、悪意のあるウェブのブロ
ックなどの URL フィルタリン
グなど、既知および未知の脅
威に対抗するため、さらなる
セキュリティを提供していま
す。
 



管理者は、セキュリティポリシーを調整してアプリケーションの
利用をセキュリティおよびビジネス上の必要性に合わせて調整す
ることで、脅威のフットプリントを削減することができます。

 

アプリケーションの識別と制御：AppSecure

従来のポートベースの通信に、アプリケーションを縛り付ける時
代はとっくに終わっています。今日の新しいアプリケーション
は、ポートやプロトコルを動的に変更するように設計されていま
す。HTTP Web トラフィックなどのサービス上にトンネリングす
るように設計されているものもあります。つまり、ユーザーが必
要なときに、どこからでもアプリケーションを使用できるという
ことです。ユーザーがどこからでもアプリケーションにアクセス
できるようにすることで、企業を保護するための従来のネットワ
ーク層の保護を通過して、アプリケーションを直接標的にしよう
と試みる絶え間なく変化する脅威から保護するという課題が生ま
れます。 

ジュニパーの NGFW サービスは、この課題を満たすだけの十分
な機能を備えた強力なセキュリティプラットフォームを提供しま
す。その中核にあるのが AppSecure で、ネットワーク上のアプリ
ケーションに対する強力な可視性と管理性を提供します。

AppSecure はアプリケーションを迅速に認識し、ポート、プロト
コルまたは暗号化方法に関係なく、アプリケーション名、サービ
スの説明、固有のリスクレベルを表面化します。

アプリケーションの詳細な可視化と制御を提供する AppSecure
は、場所やデバイスに関係なく、アプリケーションの使用をユー
ザーに結びつけるコンテキストを提供します。さらに、
AppSecure はアプリケーションの動作を理解して脆弱性を特定す
るため、管理者はリスクのあるアプリケーションが影響を与える
前にブロックすることができます。AppSecure は、必要となるデ
ィープパケットインスペクション（DPI：Deep Packet
Inspection）のレベルや、アクセスを許可するユーザーやグルー
プなど、細部にわたるセキュリティポリシーの定義を可能にする
ことで、アプリケーションに対する脅威フットプリントを軽減し
ます。

 

悪用からの保護：侵入検出および防止（IDP/IPS）
ジュニパーの侵入防止システム（IPS）は、Juniper SRX と緊密に
統合されており、ネットワークやアプリケーションの悪用を緩和
し、さまざまな攻撃から保護します。ジュニパーの侵入検知シス
テム（IDP）は、最近発見された脆弱性と照らし合わせて新しい
攻撃を常に監視し、最新のサイバー攻撃から保護する最新の状態
にネットワークを保ち、ネットワーク内に足がかりを得る前に攻
撃段階で停止します。IDP シグネチャは検出専用モードまたはイ
ンラインで有効にして、悪意のあるトラフィックを直接ブロック
することができます。

 

リアルタイム保護：SecIntel

SecIntel は、ネットワーク全体にあるすべての接続ポイントに検
証済みの脅威インテリジェンスを提供することで、悪意あるトラ
フィックをブロックし、脅威を認識するネットワークを構築しま
す。リスクを軽減するために、SecIntel を SRX に展開すること
で、ディープパケットインスペクションなしに悪意のある IP ア
ドレスやドメインから発生する悪意のあるトラフィックをブロッ
クすることができます。SecIntel の脅威フィードは自動化されて
おり、常に更新されています。さらに、これらのフィードは
Juniper Threat Labs によってスクラブされ検証されているため、
高い検出効果を維持し、誤った検出を軽減することができます。
SecIntel は、ネットワーク上の負荷を軽減するのに役立ちます。 

 

既知の脅威のブロック：ネットワークのマルウェア対策
ランサムウェアやアドウェアなど、複数の攻撃ベクトルから悪意
のあるファイルが蔓延しています。これらの脅威は、ネットワー
クのエンドポイントを危険にさらし、認証情報や個人を特定でき
る情報（PII）などのデータが盗まれる脆弱性が生まれます。マル
ウェアや望ましくないファイルがエンドポイントに到達する前
に、ネットワークレベルで検出してブロックすることが、ユーザ
ー、アプリケーション、そしてインフラを攻撃から守るためには
重要です。クラウドベースのファイルレピュテーションインテリ
ジェンスとマルウェアシグネチャを SRX シリーズ NGFW と組み
合わせたマルウェア対策により、軽量かつ高速なセキュリティを
実現します。ユーザーやビジネスのスピードを落とすことなく、
既知の脅威に対して非常に効果的な境界防御が得られます。
NGFW が、軽量かつ高速なセキュリティを実現します。その結
果、ユーザーやビジネスのスピードを落とすことのない、既知の
脅威に対して非常に効果的な境界防御が得られます。

 

ブラウジング防御：拡張 Web フィルタリング（EWF）
ユーザーは、インターネットの閲覧や Web ベースのツールの使
用に、時間の半分以上を費やしています。Web トラフィック
は、正当かつ安全なものでなければなりません。同時に、オンラ
インバンキングやヘルスケアなどの特定の Web アプリケーショ
ンでは、プライベートを保つ必要があります。EWF を使用する
ことで、管理者は、ギャンブルやマルウェアサイトなどの不要な
URL カテゴリをブロックし、選択的な復号化で、トラフィックを
脅威から安全に保護することができます。対照的に、ユーザーの
個人的なトラフィックはプライベートを保つことができます。攻
撃を軽減するために、EWF には 180 種類以上の URL カテゴリが
含まれており、これらのカテゴリは SRX のセキュリティポリシー
で使用できます。
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暗号化された保護：SSL プロキシー
SSL は、Web サイトを認証し、Web クライアントと Web サーバ
ーの間のトラフィックを暗号化するための汎用的な方法となって
います。

SSL コンテンツは暗号化されるため、ユーザーはクライアントエ
ンドポイントにマルウェアを直接ダウンロードすることができて
しまいます。企業は、SSL 接続を可視化できないため、自社の企
業クライアントに HTTPS を介して送信される脅威を検知するこ
とができません。企業は、SSL 接続を可視化できないため、自社
に HTTPS を介して送信される脅威を検知することができませ
ん。

ジュニパーは、クライアントとサーバーの間の暗号化されたトラ
フィックの傍受、セッションの終了、宛先への接続の再開を行う
強力なアプリケーション レベルの SSL プロキシーを提供してい
ます。企業 LAN 上のユーザーとインターネットへのアクセスの
間に位置する SSL「フォワード」プロキシーとして使用でき、ク
ライアント端末を保護します。また、エンタープライズ境界でゲ
ートウェイとして機能することで、HTTPS トラフィックを傍受
し、企業に影響を与える前に暗号化されたトラフィックを終了し
ます。そこでは、暗号化されていないトラフィックが即座に検査
され、セキュリティ チームが設定したセキュリティ ポリシーに
準拠しているかどうかが確認されます。その後、トラフィック
は、即座にマルウェアをブロックする事前対応型マルウェアエン
ジンによって処理され、セキュリティ侵害を阻止します。

SSL プロキシは、ユーザーのプライバシー保護のため、特定の
URL 間のトラフィックを復号化しないようにする除外項目を含め
て設定することができます。除外項目は、ユーザーグループ、
URL カテゴリ、またはカスタムカテゴリに基づいて設定できま
す。

 

未知の脅威：Juniper Advanced Threat Prevention (ATP)

Juniper Advanced Threat Prevention（ATP）は、ジュニパーの脅
威インテリジェンスハブであり、機械学習アルゴリズムを使用し
て、高度なマルウェアの完全な検知および防止を実現します。
ATP は、復号化を破らずに、また侵害されたデバイスを表面化さ
せることなく、脅威の検知をサポートします。SRX シリーズファ
イアウォールと統合することで、ジュニパー ATP はグローバル脅
威データベースを活用して、脅威インテリジェンス、動的なマル
ウェア解析、暗号化されたトラフィックのインサイト、適応型脅
威プロファイリングを提供します。Juniper ATP は、クラウドベ
ースのサービスまたはオンプレミスアプライアンスとして提供さ
れています。

Juniper ATP は、トロイの木馬、ワーム、ランサムウェア、ボッ
トネット、IoT の脅威から保護します。

 

特長とメリット
特長 必要となる

Junos OS バ
ージョン

説明 メリット

アプリケーション
識別

18.2.R1 以上 回避テクニックにより識別を回避することで知られるアプリケーションであって
も、ポートやプロトコルに関係なく、アプリケーションを識別する最先端の分類エ
ンジンを提供します。ネットワーク全体のバイト、パケット、セッションに基づい
て、アプリケーションのボリュームと使用状況を詳細に分析することができます。
アプリケーションの使用状況を追跡してリスクの高いアプリケーションを特定し、
トラフィックパターンを分析して、ネットワークの管理と制御を改善します。

IP アドレスではなく、固有のアプリケーションを識別するこ
とで、運用チームがより粒度の細かい制御をできるようにする
ことで、特定のビジネス要件に合致した企業セキュリティポリ
シーを適用します。アプリケーションの使用状況を追跡してリ
スクの高いアプリケーションを特定し、トラフィックパターン
を分析して、ネットワークの管理と制御を改善します。従来の
ポートやプロトコルの分析ではなく、アプリケーションとユー
ザー ロールに基づいたセキュリティ ポリシーの作成と適用が
可能になります。

AppQoS 18.2R1 以上
（ユニファイ
ドポリシーを
使用する場
合）

Juniper の豊富な QoS 機能を活用して、お客様のビジネスや帯域幅の必要性に応じ
てアプリケーションの優先順位付けを行います。

アプリケーションとネットワーク全体のパフォーマンス向上を
目的として、アプリケーションの情報やコンテキストに基づい
てトラフィックの優先度を設定するとともに帯域幅を制限およ
び確保する機能をユーザーに提供します。

高度なポリシーベ
ースのルーティン
グ（APBR）

18.2.R1 以上 アプリケーションに基づいてセッションを分類し、設定されたルールを適用してト
ラフィックの経路を変更します。

異なる WAN リンク上でトラフィックをルーティングし、ビジ
ネスに不可欠なアプリケーションに高い優先度を割り当てる機
能を提供します。

ユーザーファイア
ウォール

18.2.R1 以上 アクティブディレクトリなどのディレクトリサービスと統合して、特定のユーザー
やグループに関連するファイアウォールポリシーを作成し、セキュリティ保護を強
化します。

強力かつ簡素化されたセキュリティ コントロールにより、よ
り正確できめ細かいセキュリティ ポリシーを実現します。

SSL プロキシー 18.2.R1 以上 クライアントとサーバーの間でやりとりされる暗号化されたトラフィックを傍受し
てセッションを中断させ、宛先に向けて接続を再度開始します。クライアント端末
を保護するための SSL「フォワード」プロキシとして使用することができます。

暗号化されたトラフィックに隠されたマルウェアを、ユーザー
が直接クライアント端末にダウンロードしないように防ぎま
す。

侵入検知システ
ム/侵入防御シス
テム（IDS/IPS）

18.2.R1 以上 アプリケーション、データベース、オペレーティング システムにおける既知のセキ
ュリティのさまざまな悪用に対する包括的な保護を提供します。

このソリューションは、新しく発見された脆弱性の新たな悪用
を継続的に監視し、新しいサイバー攻撃方法に対してネットワ
ーク保護を最新の状態に保ちます。
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特長 必要となる
Junos OS バ
ージョン

説明 メリット

Juniper Advanced
Threat Prevention

18.2.R1 以上 強力な機械学習アルゴリズムを通した高度なマルウェア検出を実施して、これまで
に見えなかったセキュリティの脅威を特定するクラウドベースのサービスを提供し
ます。

従来の方法を回避するこれまで発見されなかった未知のマルウ
ェアを正確に特定し、完全な保護を保証します。

SecIntel 18.2.R1 以上 攻撃者の IP、C&C、GeoIP、感染したホスト、動的アドレスグループが含まれる脅
威フィードを生成します。

Juniper スイッチ、ルーター、ファイアウォールが潜在的な脅
威を特定してブロックし、リスクを軽減します。

暗号化されたトラ
フィックのインサ
イト

20.2R1 以上 SRX シリーズのファイアウォールで、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 がこの情報を処理し、ネットワーク動作分析と機械学習を使用し
て接続が無害なものか悪意のあるものかを判定します。 SRX シリーズファイアウォ
ールのポリシーを使用して、悪意ありと判定された暗号化トラフィックをブロック
できます。

完全な TLS/SSL 復号化の高負荷を発生させることなく、暗号
化によって失われた可視性を復元します。

適応型脅威プロフ
ァイリング

20.2R1 以上 組織は、ネットワーク上で発生するリアルタイムイベントに基づいて、既存のイン
フラを活用してセキュリティインテリジェンスフィードを構築することができま
す。各組織に固有のこれらのフィードは、セキュリティポリシーに基づいて設定す
ることができ、ネットワークの他のポリシー適用ポイントで活用して脅威を検出
し、リアルタイムでインフラクチャを更新して潜在的な攻撃をブロックすることが
できます。

リアルタイムで脅威情報を取得し、ネットワーク全体のすべて
のポイントにプッシュすることで、脅威への対応時間を改善し
ます。

アンチマルウェア 18.2.R1 以上
（クラウドベ
ース）

 

18.2.R1 以上
（オンボック
ス）

アンチウィルス、アンチスパム、Web フィルタリングとコンテンツフィルタリング
により、マルウェア、ウィルス、フィッシング攻撃、侵入、スパム、その他の脅威
に対応します。

リアルタイムのセキュリティ防御を実装して、企業が最新シグ
ネチャを維持し、世界中の脅威を可視化します。

URL フィルタリン
グ

15.1X49-D40
以上

アプリケーションに組み込むことができる Web トラフィックの分類を提供します。 Web で発生する脅威や、望ましくない閲覧行為を防ぎます。

Security Director 15.1X49-D60
以上

すべての NGFW を一元的に管理することで、運用を合理化します。 使いやすい GUI によって、複雑なセキュリティ ポリシーの管
理と実装を簡素化し、時間を節約し、生産性を向上させます。

 

Security Director
Juniper Networks® Security Director は、ユーザー、デバイスお
よびアプリケーションをどこまでも追跡するポリシー管理で、企
業がオンプレミス、クラウドを問わず、どこからでもセキュリテ
ィを管理できるようにします。ポリシーは一度作成すれば、どこ
にでも適用できます。ネットワーク全体の可視化およびポリシー
管理には、オンプレミス、クラウド、およびサービスとしての導
入が可能な Security Director Cloud をご利用ください。

すべての環境で単一の UI からセキュリティポリシーを容易に管
理および導入できます。アプリケーションのパフォーマンスを詳
細に可視化してリスクを低減するだけでなく、ユーザーは何かが
おかしいことを「知っている」状態から、問題を解決するために
「何かをする」状態に素早く移行することができます。

広範な拡張性、細部にわたるポリシー管理、ネットワーク全体へ
のポリシー幅を提供する Security Director は、管理者がセキュリ
ティポリシーライフサイクルのすべての段階を管理するのに役立
ちます。これらのセキュリティポリシーは、物理、仮想、コンテ
ナ型ファイアウォール、あるいはサービスとしてなど、どのよう
な形で提供されるのであれ、単一の管理プラットフォームから単
一のポリシーフレームを用いて管理されるので、シームレスで安
全なゼロトラストのネットワークを確保できます。

 

Juniper Secure Edge

サービスとしての導入では、Juniper® Secure Edge は、Firewall
as a Service（FWaaS）、セキュア Web ゲートウェイ（SWG）、
Cloud Access Security Broker（CASB）、データ損失防止（DLP）
を、Juniper Security Director Cloud が管理するシングルスタック
のソフトウェアアーキテクチャで提供します。ジュニパーは、企
業がどこに所在するのであれ、自社の従業員を保護するのに役立
ちます。ユーザーは、必要なアプリケーションやリソースに、高
い信頼性を持って素早く安全にアクセスすることができるため、
優れたエクスペリエンスが確保できます。IT セキュリティチーム
は、既存の投資を活用しながらネットワーク全体をシームレスに
可視化することができ、ビジネスにとって最適なペースでクラウ
ド配信型アーキテクチャに移行できるようになります。

Juniper Secure Edge を利用することで、企業はルールセットをコ
ピーしたり再度作成する必要なく、ユーザー、デバイスおよびア
プリケーションを追跡する一貫したセキュリティポリシーを提供
することができます。これにより、企業は、可視性やセキュリテ
ィの適用を妨げることなく、クラウド配信型アプリケーション制
御、侵入防御、コンテンツおよび Web フィルタリング、および
効果的な脅威防御を、容易に導入できるようになります。
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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、ネットワークの高速化、拡張、最
適化を実現する高度なパフォーマンスサービスに対応するリーダ
ーです。当社のサービスをご利用いただくと、コストを削減し、
リスクを最小限に抑えながら、業務効率を最大限に高めることが
可能となり、早期にネットワーク投資の価値を高めることができ
ます。ジュニパーネットワークスは、必要なレベルのパフォーマ
ンス、信頼性、および可用性を維持するようにネットワークを最
適化することで、オペレーショナルエクセレンスを確保します。

詳細については、https://www.juniper.net/jp/ja/products.htmlをご
覧ください。

 

注文情報
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のご注
文や、ソフトウェアライセンス情報へのアクセスについては、
https://www.juniper.net にある購入方法ページをご覧ください。

 

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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