Arbor データシート

サービス・プロバイダ向け Arbor Cloud
ネットワーク用インフラや��を�るオンデマンドの���力の��

主な利点

お��の�� SOC スタッフを��
DDoS 攻�の�度や�模が�す中、SOC
の負担も��しており、�日の攻�に
��できる知識の��なスタッフが不
足しています。Arbor Cloud を�内 SOC
の���上でご利用いただくことによ
り、Arbor SOC が�るワールドクラスの
セキュリティ・アナリストだけでなく、
Arbor のワールドクラスの DDoS ミティ
ゲーション��もご活用いただけます。
��のインフラ保�手�を��
�模も��さも�し�ける攻�に�処し
ようと�内の DDoS ミティゲーション�
力を�たに�開し�ける代わりに、サー
ビス・プロバイダ向け Arbor Cloud は、予
算内でミティゲーション�力を��する
というニーズをバランスよく�現します。

��の保�を�現および��
��を攻�から保�し、お��自�と�
�の可用性を�持します。�業各�は、
ISP や�在地に��なく、DDoS ��とリ
ンクの可用性をサービス・プロバイダに
期待しています。Arbor Cloud は、サービ
ス・プロバイダであるお��のネットワー
ク�体を保�する単一サービス、または
各��に再�可�な個別サービスを�じ
て、クラウドベースの��を提供します。

�模や�度、��さを�している DDoS 攻�は、サービス・プロバイダのネットワー
クの可用性を脅かし、その���業を脅�にさらしています。事�はますます��
�しており、�用セキュリティ（OPSEC）チームが果たすべき責�は�え�ける一
�で、�戦力となる知識の��な�材やリソースは不足しています。そこでぜひ、
Arbor CloudSM と、専門�が担当するセキュリティ・オペレーション・センター（SOC）
にお任せください。当 SOC はお��の�内 SOC の���上にあり、時と場�を問
わず、�も大�模で��な攻�への�処をサポートします。

昨�の標的型 DDoS 攻�に�する��

Arbor Cloud は DDoS ��に�する��的アプローチの一�をなしており、アプリ
ケーションやサービスへのアクセスを�げることなく、�度で大�模な攻�に�す
る��を提供します。また、ファイアーウォールや���止システム（IPS）などを
バイパスしてビジネスに不可�なアプリケーションを狙う、ステルス型のアプリケー
ション・レイヤ攻�への��にも�立ちます。Arbor の DDoS セキュリティ担当者が
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
より、オンプレミスでミティゲーションを行うには�模が大きすぎるボリューム型
DDoS 攻�や��なマルチベクトル型攻�に�しても��が可�になります。このよ
うに、Arbor Cloud はお��のネットワークやシステムの可用性と��を��的に保
�します。

Arbor Cloud は、サービス・プロバイダが自�のインフラストラクチャと��を保
�するにあたって不可�な柔�性を提供します。サービス・プロバイダは、Arbor
Cloud の�下のような��を活用してこれを�現できます。
• インフラの保�:プロバイダ・インフラストラクチャを保�するためのミティゲー
ション�力の��

• � �の保�:ネットワーク上の��およびマルチホーム��を保�するためのミ
ティゲーション�力の��
• 専門�:プロバイダのネットワークを標的とする攻�に 24 時間365日��。お�
�のスタッフが不在の場�や、Arbor が�る知識の��なワールドクラスのスタッ
フを活用したい場�にご利用いただけます。

問題の種別によらず、Arbor Cloud のシングル・カバレッジ・オプションでお��
ご自�およびその��のネットワークを保�したり、エンタープライズ向け Arbor
Cloud を個々の��に再�して各�を保�することができます。

Arbor ではそれぞれの保��において、ネットワーク・トラフィックを��し、
DDoS 攻�のミティゲーションを行い、クリーンなトラフィックをネットワーク上の
目的の�先に��するよう��された、業界の�先�をいく専門的技�を�使して
います。

BLOCK THE ATTACK

Arbor Security Engineering &
Response Team (ASERT)

ワールドクラスのセキュリティ研�者チー
ムである ASERT は、120 Tbps を超えるグ
ローバルなインターネット・トラフィック
にリアルタイムでアクセスし、これを��
します。ASERT は、攻�データの��、パー
トナー情�、��といった各種ツールを�
みに�み�わせて使用します。これによって
インターネット上の�たな脅�を��およ
び��し、ターゲットを�った��策を構
築することで、�も�度かつ��な攻�か
らの��を�現します。

ASERT は、Arbor Cloud ポータルで���
開されるスレット・ブリーフを�じ、お�
�にグローバルなインテリジェンスを提供
します。ポータルでは�下の情�をご�い
ただけます。
• グローバル脅�マップ

• スレット・ブリーフ:ポスト・インシデン
ト・レポートを活用して、お��の�体的な
状況を踏まえたインテリジェンスを提供。

• �もよく見られる脅�ソース
• スレット・インデックス

• �もよく見られるインターネット上の攻�

��
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IDENTIFY THE ATTACK

MITIGATE THE ATTACK

� 1 サービス・プロバイダ向け Arbor Cloud のソリューション

オンデマンド、クラウドベースの�力なトラフィック・スクラビング

攻�が発生した場�、ビジネスの��性を�るためには�度と�捷性がきわめて重
�になります。ボリューム型攻�の�は、オンプレミス・ソリューションが��の
�前�に��し、インバウンドのトラフィックをグローバル・スクラビング・センター
のいずれかに再ルーティングして、そこでクラウドベースのミティゲーションが行わ
れます。このような状況が発生した場�は、
24 時間 365 日��の Arbor Cloud セキュ
リティ・オペレーション・センター（SOC）がお��のインシデント��チームと
��しながら、事前に決�した��に基づいて��のある DDoS トラフィックをす
ばやくインフラから��へリダイレクトします。つまり Arbor Cloud SOC は、�内
SOC の���上にある、DDoS に主�を�いた��としてご利用いただけます。
Arbor Cloud は�テラビットのグローバルなスクラビング�力を�えており、お��
のインフラストラクチャやクリティカルな��の可用性、ならびに��との��性
を脅かす、現代の�も大�模かつ��な攻�にも�処できます。

Arbor Cloud の仕�

ARBOR CLOUD セキュリティ・オペレーション・センター
北米（ヴァージニア州スターリング）

クラウドベースのスクラビング・センター�在地
• 米国東�岸（ヴァージニア州アシュバーン）
• 米国⻄�岸（カリフォルニア州サンノゼ）

• �州（オランダ、アムステルダム）
• アジア（シンガポール）

• ミティゲーション = 72 時間の利用枠
• 標�的なプロビジョニングの��は�料

• 別�指�がない�りすべての価�は月�制
• �小�のサービス（12 か月間）

日�

保�可�なネットワークのサイズ:
• 小�模:1-999/24s または 1-3/16s
• 中�模:1000-4999/24s または 4-19/16s
• 大�模:5000+/24s または 20+/16s

www.arbornetworks.com

��オプションの例

内�:
• 2 Gbps のクリーンなトラフィック
• 年間 6 回のミティゲーション
• GRE のデスティネーション 1 か�
• �小�のサービス（12 か月間）
• ASERT の脅�レポート、攻���、�告
• レベル 1、2、および 3 のサポート・サービス
（24 時間年中�休 365 日）
• Arbor の「ミティゲーション時間」SLA

北米�売担当者

フリーダイヤル:+1 855 773 9200
�州

TEL:+44 207 127 8147
アジア�平�

TEL:+65 6664 3140
〒101-0063
東�都千代田��田淡路� 2-105
ワテラス アネックス 13 �
TEL:03 3525 8040
お問い�わせ japan@arbor.net
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パッケージ・オプション

柔�なサービス・パッケージ

• ミティゲーション（1 回、5 回、10 回）
• クリーンなトラフィック（Gbps 単�）
• GRE のデスティネーション�
• ����および����

