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Arbor Cloud DDoS 攻撃防御ソリューション
あらゆるDDoS 攻撃に対するインテリジェントな自動防御を
包括的に提供

主な機能と特長
グローバルな DDoS 攻撃対策
ワールドクラスのセキュリティインテリ
ジェンス、そして業界をリードする DDoS
攻撃防御製品を組み合わせることにより、
通信事業者に依存しないグローバルな
DDoS 攻撃対策が 1 つのソリューションで
実現します。

Tbpsクラスのクラウド上の防御能力を
グローバルに提供
複数のグローバルなスクラビングセン
ター間に攻撃のミティゲーション基盤を
分散することで、攻撃の発生源に近い場
所で迅速なミティゲーションが可能とな
ります。データのプライバシーを考慮し
て、データの保管地域におけるミティゲー
ションもサポートします。

インテリジェントな多層型防御

Arbor 独自のCloud Signaling™ 技術によ
り、オンプレミスの Arbor APS、または
Arbor SP/TMS を、クラウド上の防御機
能と統合します。

深刻度が高まる DDoS 攻撃の脅威は、企業にとって頭の痛い問題です。帯域幅占有型攻撃が
増加傾向にあり、増幅／反射攻撃の普及も加わって、問題はますます複雑化しています。最近
の DDoS 攻撃は、帯域幅占有型、TCP 状態枯渇型、アプリケーションレイヤー攻撃型など、複
数の攻撃ベクトルを組み合わせたものに進化しています。エンタープライズ向けの Arbor
Cloud™ DDoS 攻撃防御ソリューション（Arbor Cloud）
は、オンプレミスの DDoS ミティゲー
ションと密接に統合されたクラウドベースのトラフィックスクラビングサービスを提供しま
す。DDoS 攻撃対策におけるこの多層型アプローチは、最新の動的な DDoS 攻撃の脅威をミ
ティゲーションする企業にとってベストプラクティスとなります。

最新の DDoS 攻撃に対する多層型防御
Arbor Cloud は、DDoS 攻撃対策における多層型アプローチの一角を占めており、アプリケー
ションやサービスへのアクセスを妨げることなく、高度で大規模な DDoS 攻撃に対してクラウ
ド内で防御機能を提供します。DDoS セキュリティに関する Arbor のエキスパートが提供す
る Arbor Cloud のオンデマンドトラフィックスクラビングサービスによって、オンプレミスで
のミティゲーションでは対応不可能な規模の帯域幅占有型攻撃に対する防御が実現します。

Arbor Cloud のオンプレミスコンポーネントである Arbor APS は、DDoS 攻撃に対して常時
稼働のインライン型パケットベースの検知とミティゲーションを実現します。Arbor APS は、
あらゆる種類の DDoS 攻撃を検知し、阻止します。しかしながら、インターネットへの接続経
路やローカルでの防御を圧倒する大規模な帯域幅占有型 DDoS 攻撃が発生した場合、Arbor
APS は「Cloud Signaling™」という強力な機能を活用して Arbor Cloud のスクラビング実行
場所に自動通知するとともに、攻撃トラフィックを再ルーティングし、攻撃をミティゲーショ
ンします。オンプレミスの Arbor APS、Cloud Signaling、Arbor Cloud を組み合わせること
で、今日のあらゆる DDoS 攻撃に対する極めて包括的な防御対策を実現します。
また Cloud Signaling は、通常サービスプロバイダーや大規模なエンタープライズネットワー
ク環境に配備されている Arbor SP/TMS と連携し、機能します。オンプレミスの自動 DDoS
攻撃防御ソリューションである Arbor APS および Arbor SP/TMS の両方を組み合わせて配備
することも可能です。

グローバル脅威インテリジェンスの活用
オンプレミスの防御対策と組み合わせた
Arbor Cloud DDoS 攻 撃 防 御 ソ リ ュ ー
ションは、Arbor Security Engineering &
Response Team（ASERT）が提供するリア
ルタイムのグローバル脅威インテリジェ
ンスを自動的に取得し、最新の防御機能を
提供します。
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以下の機能を完全統合し、ATLAS/ASERT のグローバル脅威インテリジェンスによって、すべての
コンポーネントが常に最新の防御機能を装備することで、DDoS 攻撃に対する業界トップクラスの包
括的な保護を実現します。
1）オンプレミスの Arbor APS または SP/TMS
2）インテリジェントな Cloud Signaling を Arbor Cloud へ送信
3）Arbor Cloud が大規模攻撃を阻止

セキュリティ
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Arbor Cloudの技術仕様
Arbor Cloud セキュリティオペレーション & スクラビングセンター
•• オペレーションセンター：北米（バージニア州スターリング）
•• スクラビングセンター：米国、ヨーロッパ、アジアに 9ヶ所、7.6 Tbps のネットワークスクラビング能力

パッケージオプション
•• クリーンなトラフィックベースの価格設定
•• ミティゲーション：72 時間の利用枠
•• 標準的なプロビジョニングの設定は無料
•• 別途指定がない限りすべての価格は月額制

サービス提供オプション
•• Arbor Cloud Connect：攻撃発生時に予備のクラウドミティゲーションサポートを提供
•• Arbor Cloud Essentials：リアルタイムのミティゲーションサポートを年間 12 回まで提供
•• Arbor Cloud Essentials+：クラウド上でのリアルタイムのミティゲーションサポートを無制限に提供

柔軟なサービスパッケージ

リテナー形式のサービスパッケージ

クリーンなトラフィックベースのオプション

クリーンなトラフィックベースのオプション
•• 100Mbps
•• 500Mbps
•• 1Gbps

•• 100Mbps
•• 500Mbps
•• 1Gbps
•• 2Gbps

・4Gbps
・8Gbps
・10Gbps

パッケージ内容

•• 年間 12 回のミティゲーションサポート
•• BGP：1 ヶ所のリターン先ロケーション
（GRE）で 1 日に 1 時間の保護
•• DNS：5 件までのホスト名を保護
•• Cloud Signaling によるアラートと監視
•• ASERT の脅威レポート、攻撃分析、アラート
•• レベル 1、2、3 のサポートサービス
（24 時間 365 日対応）
•「攻撃のミティゲーションに要する時間」
•
に関するArbor のSLA

パッケージ内容
•• 低価格の月額制サブスクリプション
•• 年間 1 回のミティゲーションサポート（2 回目以降は別途料金が発生します）
•• BGP：1ヶ所のリターン先ロケーション（GRE）
で 1日に 1 時間の保護
•• DNS：5 件までのホスト名を保護
•• Cloud Signaling によるアラートと監視
•• ASERT の脅威レポート、攻撃分析、アラート
•• レベル 1、2、3 のサポートサービス（24 時間 365 日対応）
•「攻撃のミティゲーションに要する時間」
•
に関するArborの SLA

追加オプション

オンプレミス向けオプション

DNS オプション

Arbor APS

•• 保護するホストの追加
•• SSL 証明書（証明書 1 件毎）
•• 緊急の設定／変更（1 回毎）

BGP オプション

•• 追加の GRE トンネルエンドポイント
•• 1日の保護時間の追加
•• 1 ヶ所またはそれ以上の Arbor Cloud スクラビングセンターとの直接
接続

セキュリティ

•• 常時稼働のインライン型パケットベースの検知とミティゲーション
•• 最大 40Gbps の攻撃ミティゲーション能力を備える 2U サイズのアプライアンス
•• 1G 未満の攻撃を阻止可能な仮想アプライアンス
•• サポートするハイパーバイザー：VMware、KVM
•• オーケストレーションをサポートする VNF：Cloud-Init、Openstack

Arbor SP

•• Arbor SP によるフローベースの検知機能を利用する場合、Arbor SP 8.2 およ
び SP Cloud Signaling 実装の SKU が必要
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クラウドベースの強力なトラフィックのオンデマンドスクラビング
攻撃が発生した場合、ビジネスの継続性を確保するためにはスピードと俊敏性が極めて重要
になります。帯域幅占有型攻撃を受けた際には、まずオンプレミスの Arbor APS あるいは
Arbor SP/TMS が防御の最前線で攻撃を検知します。攻撃の強度が、インターネットの帯域
幅やローカルのミティゲーション能力に関して事前設定されたしきい値に近づくと、Arbor
APS または Arbor SP/TMS は Arbor Cloud にシグナルを送信して支援を要請します。Arbor
Cloud は、グローバルスクラビングセンターの 1 つでクラウドベースのミティゲーションを実
行するために、インバウンドのトラフィックを再ルーティングします。複数のグローバルなス
クラビングセンター間に Tbps クラスのミティゲーション能力を分散することで、攻撃の発生
源に近い場所で迅速なミティゲーションが可能となります。厳格化の進むデータのプライバ
シーを考慮して、データの保管地域におけるミティゲーションもサポートします。24 時間 365
日対応の Arbor Cloud セキュリティオペレーションセンター（SOC）は、お客様のセキュリティ
／ IT 部門と緊密に連携し、悪意のある DDoS トラフィックを迅速にブロックすると同時に、正
規トラフィックをすべてお客様のデータセンターに戻します。
Arbor Cloud は、IPv4 および IPv6 のグローバルなスクラビング能力を備えており、クリティ
カルなリソースや資産の可用性を脅かす、大規模で多様化した今日の攻撃にも対処できます。

ASERT：Arbor Security
Engineering & Response Team
（Arbor のセキュリティ、エンジニアリ
ング & レスポンスチーム）

世界水準のセキュリティ研究者チーム
で あ る ASERT は、140Tbps を 超 え る グ
ローバルなリアルタイムのインターネッ
トトラフィックにアクセスし、分析を行い
ます。ASERT は、攻撃データの収集、パー
トナーからの情報、分析ツールの高度な組
み合わせを活用します。これにより、イン
ターネット上の新たな脅威を特定して分
析し、的を絞った防御対策を講じること
で、最先端の巧妙な攻撃からお客様を保護
します。
ASERT は、Arbor Cloud ポ ー タ ル で
Threat Briefs（脅威概要レポート）を毎週
公開し、お客様にグローバルな脅威インテ
リジェンスを提供しています。
Arbor Cloud ポータルでは、下記の情報
を参照できます。
グローバル脅威マップ

Arbor

Cloud Threat Briefs
（脅威概
要レポート）
：インシデント発生後、お
客様固有の状況に当てはめたインテリ
ジェンスをレポートとして提供
脅威発生源の上位リスト

脅威指標

インターネット上の攻撃の上位リスト
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