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受賞に輝いたセキュリティ マネジメント スイート

多くの導入実績と顧客の寄せる厚い信頼

企業ネットワークを脅威から守るセキュリティポリシーは巨大複雑化しています。それを更に加速しているのが、常に変化するビジネ
スニーズであり、目まぐるしく進化する IT 技術であり、相互に連動した多くのコンポーネントに依存するクリティカルビジネスアプ
リケーションです。このため、ファイアウォールのポリシー管理は、リソースを消費するばかりか、エラーの発生を引き起こしやすい
タスクとなっています。その結果、企業の貴重なリソースを消耗し、ビジネスの敏捷性に負の影響を及ぼし、セキュリティやコンプラ
イアンス上の溝を生み出しています。

AlgoSec Security Management Suite は、ファイアウォールや、それに関連するセキュリティーインフラにまたがる複雑なポリシー管
理をアプリケーション中心で自動実行することにより、セキュリティおよびビジネスの敏捷性の双方を向上させます。さらに、セキュ
リティ、ネットワーク、アプリケーションといった各システム管理担当間における従来の溝を埋めることにより、セキュリティ業務や
変更管理の効率化、コンプライアンスの保持を実現するほか、アプリケーションの利用やサービスの実行を活性化、サイバー攻撃に対
しより強固な防御を実現する優れたセキュリティポリシーを提供します。

AlgoSec セキュリティ マネジメント スイートには特許取得の Deep Policy Inspection™ 技術が採用されており、優れたセキュリ

ティポリシー分析により、格段に正確で直ちに実施可能な分析結果を導きだします。

AlgoSec の導入実績は 1000 社以上におよび、世界 50カ国以上の地域で、AlgoSec によるセキュリティポリシー管理の自動化が行わ

れています。世界の上位企業500 社はもとより、主要なサービスプロバイダから中堅有力企業に至るまで、卓越した技術力とお客様

の成功に貢献する精神をご評価いただき、多くのお客様に、AlgoSec をお選びいただいています。

ピーター・エルセグ氏、IT セキュリティ部長

「単に既製品を売って終わり、というものではなく、顧客のパートナーと

してお付き合いさせていただく、という AlgoSec の姿勢が印象的でした」

フィル・ハックマン、セキュリティゲートウェイ オペレーション部長

「『力仕事』はツールに任せることができるようになったので、エンジニアた

ちは運用プロセスや変更管理に忙殺されることなく、より高いレベルのセキュ

リティを実現するという本来の任務に専念することができます。」
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AlgoSec BusinessFlow
 

アプリケーション中心のセキュリティポリシー管理

AlgoSec BusinessFlowではアプリケーション中心の革新的なセキュリティポリシー管理を実現。これにより、セキュリティ、

ネットワーク、アプリケーション管理担当者間の溝が埋まり、サービスの提供がより迅速に行われ、アプリケーションの利用

性が最大化されます。AlgoSec BusinessFlowは、アプリケーションやネットワークセキュリティの各管理担当者に次のような

効果をもたらします。

• クリティカルなデータセンターアプリケーションにおける、より迅速なサービスプロビジョニング、保守、利用停止

   （デコミッショニング）

• アプリケーションのコネクティビティ要件をビジネスの視点から定義し、セキュリティポリシーへの影響を判断

• 業務アプリケーションのコネクティビティ要件を可視化

コネクティビティ要件を自動的にファイアウォールのルール

に翻訳 
BusinessFlowは、進化するアプリケーションのコネクティビ

ティ要件を迅速、そして正確に処理します。コネクティビティ

に必要な変更をファイアウォールのルールとして自動的に翻訳

し、AlgoSec FireFlowで該当する変更要求のワークフローへ

引き継ぎます

ネットワーク変更がアプリケーションの利用に及ぼす影響

を算定

BusinessFlowは、サーバ移行などによるネットワークの変更が

業務アプリケーションに及ぼす影響について利害関係者に明ら

かにし、必要なファイアウォール変更要求をトリガしてアプリ

ケーションの展開を確実にします。 

アプリケーションのデコミッションにおける安全性を確保

使命を終えた（デコミッション）アプリケーションのネット

ワークアクセスを確実に削除し、他の業務アプリケーションの

パフォーマンスや利用性に影響を及ぼすことなく、セキュリ

ティポリシーを強化します。

アプリケーションコネクティビティーポータルで可視性を

拡張

必要とされているアプリケーションコネクティビティーの最新

状態をポータルで統合的に表示することにより、セキュリティ

やネットワークの各管理担当者が業務アプリケーション責任者

とより効率的に連絡を取り、サービス提供を促進することがで

きます。

ルールやアクセス制御リストを解析しアプリケーションに

マッピング

ファイアウォールやルーターのアクセスルールを、強力な解析

機能が既存のアプリケーションにマッピングすることにより、

アプリケーションリポジトリの展開作業が効率化されます。 

すべての変更に対する追跡記録機能

アプリケーションに加えられた全ての変更履歴が完全に保持さ

れるため、内部・外部双方のコンプライアンス要求に対応した

監査やコンプライアンスの証跡管理が簡便になります。 

AlgoSec スイートと完全統合

BusinessFlowはAlgoSec Firewall Analyzerのポリシー分析、

トラフィックシミュレーション、可視化の各機能や、AlgoSec 

FireFlowのセキュリティポリシー変更管理機能を活用していま

す。 

既存の CMDB システムとの統合

BusinessFlowは既存の CMDB  (構成管理データベース) システ

ム内の情報を活用し、実装や管理を簡潔にします。

ガートナー、リサーチ・バイス・プレジデント、グレッグ・ヤング氏

組織のネットワークやそれを利用するアプリケーションはこれまでにないほど複雑化
しています。ネットワークの変更によってアプリケーションやサービスにもたらされ
るものが、よりクリアに見渡せるようになることによって、セキュリティポリシーは
より簡潔なものに変わり、必要とされるアクションも低減するでしょう。」



サウル・パドロン氏、情報セキュリティーマネージャ

「AlgoSec で、ファイアウォールの変更に要する時間が半減し

ました。AlgoSec のソリューションは人的なミスやリスクを低

減するインテリジェンスをもたらしてくれます。」

AlgoSec FireFlow
 

セキュリティポリシー変更管理の自動化

AlgoSec FireFlow はセキュリティポリシー変更に伴う提案、設計からリスク分析、適用、検証、監査までのワークフロー全体

を自動化します。さらに、AlgoSec FireFlowは既存のサービスデスクのチケットシステムとシームレスに統合するだけでなく、

インテリジェンスも付加します。これによりセキュリティとオペレーションに次のような効果をもたらします。

• ファイアウォールの変更管理に費やされる時間を最大 60% 削減

• 変更仕様の正確性やアカウンタビリティを強化

• コンプライアンス遵守を実施し、不適切またはプロセスから離脱している変更によるリスクを緩和

セキュリティポリシー 変更ワークフローの自動化          
FireFlowはルールの新規追加、削除、オブジェクトの変更や

ルールの再認証などアウトオブボックスのワークフローを提供

することにより、運用効率の向上やより実際的なシナリオへの

取り組みを実現します。

ルール変更の分析でコンプライアンス確保とリスクを緩和

FireFlowは、規制や企業内コンプライアンスを遵守するため

に、変更が実行される前に要求内容を自動的に分析します。

分析には、PCI-DSSやSOXなどの規制や会社のセキュリティポリ

シーなど、幅広いリスクナレッジベースを活用しています。

インテリジェントな変更管理により勘頼りな作業を排除

FireFlowのアルゴリズムはトポロジーも考慮しつつ、自動的に

変更設定をネットワークトラフィックに照らして検証し、必要

とされない (既に稼働中の) 変更を検知して変更依頼者に通知

します。これにより、変更要求の最大30% まで、不要な実行を

回避することができます。FireFlowの提案には、追加・削除・

変更すべきルールや該当するデバイスがピンポイントで示さ

れ、最適かつ安全な実装を即実行できます。

自動ポリシープッシュで工数削減と人的ミスの回避

FireFlowではCheck Point社のファイアウォールの推奨ポリシー

変更を自動実行できるほか、Cisco CLI コマンドも生成できま

す。(他のファイアウォールベンダ製品へも順次対応見込み)

自動検証や調整で誤設定や不正な変更を防止

変更設定が正しく実行されているかを自動的に検証することに

より、FireFlowは、チケットシステム上でチケットが誤って尚

早にクローズするのを防止します。自動照合機能が、実際のポ

リシー変更を検知し、それを変更リクエストチケットに相関さ

せることで、無許可の変更を防止します。

変更管理ワークフローをカスタマイズして独自要件に対応

各企業独自の要件に合わせ、FireFlowで容易にワークフローを

調整することができます。優れた適応性とワークフローロジッ

クで、アカウンタビリティ、ガバナンスを実現します。自動記

入テンプレートにより、作業時間短縮、ファイアウォール管

理者－変更依頼者間のコミュニケーションが向上し、より明確

になります。

変更管理サイクル全体の追跡と監査

詳細なレポートで変更ライフサイクルを追跡できるほか、SLA 

マトリクスも完備。監査やコンプライアンスへの取り組みが大

幅に合理化されます。

変更管理システム (CMS) との統合

FireFlowは、BMC Remedy、HP Service Manager、CA Service 

Desk Manager などの既存の CMS システムとシームレスに統合

できます。CMS で作成されたチケットのステータスは継続的に

更新されます。



AlgoSec Firewall Analyzer
 

ネットワーク セキュリティ ポリシー分析

AlgoSec Firewall Analyzerは、複雑なセキュリティポリシーの可視性と管理性を提供することにより、ファイアウォール

運用を自動化し、ネットワークセキュリティ機器の設定が適確に行われるようにします。セキュリティおよび運用業務に

Firewall Analyzerがもたらす効果は次の通りです。

• ファイアウォール監査に要する準備時間を80%削減

• ファイアウォール運用の効率化およびファイアウォールのパフォーマンス向上

• サイバー攻撃をより強固に防御する優れたセキュリティ ポリシーの実現

セキュリティポリシーを可視化
Firewall Analyzerは、複雑なネットワークおよびセキュリティ 
ポリシーを可視化することにより、ファイアウォール運用の効
率性や操作性を向上させます。ネットワーク上すべてのファイ
アウォールやルータ、サブネットやゾーン、といった、各要素の
相互作用を反映するトポロジーマップを自動生成。強力なトラ
ブルシューティング機能、変更デザイン機能、 What-If 分析機
能により、ネットワークトラフィックにおけるセキュリティ ポ
リシーの与える影響や効果の見通しを瞬時に把握できるように
なります。

ネットワークのセキュリティ ポリシー変更すべてをモニタ
ネットワーク上におけるセキュリティ ポリシーの変更すべてが
モニタ、ログ収集され、無許可の変更やリスクの高い変更に関す
る警告がリアルタイムでメール通知されます。

ファイアウォール ルールの洗い出しと最適化
Firewall Analyzerは未使用・削除可・重複・期限切れなどの不
必要なルールやオブジェクトを洗い出すほか、類似のルール統合
もできます。さらに、現ポリシーの論理性を保持しつつ、ファイ
アウォールのパフォーマンスを最適化するようなルールの並べ替
えを明示的に提案します。

業務への影響を回避しつつポリシーを強化
AlgoSec Intelligent Policy Tuner™ は企業のビジネスニーズに
影響を及ぼすことなく、ルールなどの実際の使用パターンを基
に、許容範囲の広すぎるルール (例：ANYサービスやアプリケー
ションなど) を自動的に識別、強化します。

ハイリスクのファイアウォール ルールを解析・緩和
ファイアウォール ポリシーにおいて、リスクやそのリスクに関
連するルールすべてを識別、優先づけします。AFAはリスクナレッ
ジベースを搭載・参照していますが、このナレッジベースは、業
界の規制・実施基準やベストプラクティス、そして企業でカスタ
マイズしたポリシーなどを含み、これから起こり得るリスクを洗
い出すために使用されます。

サイバー攻撃の脅威を構成ベースラインに対するコンプライ
アンスで緩和
アプライアンスの構成ベースラインを定義することにより、サイ
バー犯罪者によって脆弱性搾取されそうなシステムリスクを最小
限に抑え、このベースラインに準拠していない構成を識別し、レ
ポート出力します。

監査・コンプライアンス レポートの自動生成
Firewall Analyzerには自動レポート作成機能があり、PCI 
DSS、SOX、FISMA、ISO などの業界基準や会社のセキュリティ ポ
リシーが準拠されているかどうかチェックできます。これによ
り、監査に提出するレポート準備に要するコストや手間を大幅に
削減 (最大80%減) できます。Firewall Analyzerは一つの
レポートに複数のファイアウォールのチェック結果を集約できま
すので、デバイス各種に関連するリスクやコンプライアンス状況
を包括的に見通すことができるのです。

ファイアウォールの移行運用を簡潔化
ファイアウォールの機種変更やアップグレード、ベンダー移行も
Firewall Analyzerのファイアウォール間、ベンダー間のポリシー
比較機能により、容易に行うことができます。また、強力なクエ
リー検索機能により、IP アドレスや通信許可・不許可などの接
続状況も瞬時に把握できます。

マーク・シルバー氏、セキュリティ マネージャ

「従来はファイアウォール一台に 2～3週間を要していた手作業が

ボタンのクリックひとつで済むようになりました」
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仕様
 

サポート対象デバイス

Check Point FireWall-1® , Provider-1® , SmartCenter v3.0 以上 ,NG, NGX, Software Blade 
Architecture (R7x) – Application Controlと
Identity Awareness を含む

VSX 全バージョン

Security Gateway VE 全バージョン

Cisco PIX, ASA シリーズ v4.4 以上

Firewall Services Module (FWSM) v1.0 以上

Cisco Router Access Control Lists 全バージョン

Cisco Layer-3 スイッチ 全バージョン

Nexus ルータ 全バージョン

Cisco Security Manager v4.3
Juniper NetScreen シリーズ v5.0 以上

Network and Security Manager (NSM) v2008.1 以上

SRX シリーズ 全バージョン

Fortinet FortiGate  FortOS 3.x 以上, VDOM を含む

FortiManager v4.x
Palo Alto 
Networks

PAN-OS v4.x 以上

McAfee Firewall Enterprise (旧 Sidewinder) v7.x 以上

Blue Coat 
Systems

Proxy SG v5.x 以上

変更モニタリング向けサポート対象デバイス* 

F5 Big-IP Family

Juniper ルータ Secure Access SSL VPN

Linux Netfilter/Iptables

Stonesoft StoneGate

WatchGuard XTM
* その他のデバイスに関しては AlgoSec Extension 
Frameworkでご対応します。

サポート対象の変更管理システム* 

BMC Remedy

ServiceNow Change Management

HP Service Manager

CA Service Desk Manager
* その他の変更管理システムへのサポートはAlgoSec プロ
フェッショナル・サービスでご対応します。

評価版 (評価期間30日) はこちらから:  AlgoSec.com/Eval
AlgoSecに関する日本国内のお問い合わせはこちら：japan.info@algosec.com

最新のサポートバージョン情報はAlgoSecまでお尋ねください。

販売代理店
図研ネットウエイブ株式会社
本社 〒222-8505 神奈川県横浜市港北区新横浜3-1-1
TEL : 045-473-6821 FAX : 045-473-1782

MAIL : ft-info@znw.co.jp URL : http://www.znw.co.jp

西日本営業部 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル7F
TEL : 06-6313-2155
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