Arbor データシート

Arbor Networks SP ソリューション
ネットワーク�体の��性、脅��理、サービス・イネーブルメント
主な��と利点

ネットワーク・インフラの保�
DDoS 攻�をわずか 4 �で�知し、固
�またはモバイル・ネットワーク・イ
ンフラの可用性と性�に��が生じる
前にこれを阻止します。

サービスの保�
DNS、�声、ビデオ、Web、E コマー
ス、電�メールといったクリティカル
なサービスの可用性を、標的型攻�か
ら��します。

モバイル・パケット・コアの��性お
よび脅��知
GTP トラフィックの��性を�保し、
モバイル・ネットワークの性�に��
が生じる前に脅�を�知します。
ネットワーク・リソースの���
トラフィックの��性と�括的なレ
ポートを使用して、より優れたトラ
フィック・エンジニアリングと、より
�率的で��なトラブルシューティン
グを�現できます。トランジット・コ
ストを削減して利用�率を向上させ、
インテリジェントな事業�大��を策
�することができます。
マネージド・セキュリティ・サービス
の提供
ネットワークの��性とセキュリティ
のために使用するのと同じ SP プラッ
トフォームを活用して、�別���と
なる���のクラウド内 DDoS ��
サービスを�易に��、提供、および
�持することができます。

Flexible Licensing
SP の Flex Licensing は、�しいパ
フォーマンスと��性の向上を�現
し、より��かつ�価�の�開を可�
にします。

インターネット・サービス・プロバイダ、モバイル・ネットワーク・オペレータ、
クラウド／マス・ホスティング・プロバイダ、および大�業は、より��なサービ
スとより�い可用性に�するユーザーの需�の�まりに�えるという、共�の�題
に�面しています。�用スタッフ、エンジニアリング、および��陣は、可用性に
��を�えるイベントにリアルタイムに��するためのネットワーク・インテリジェ
ンスおよびツールを必�としています。また、ネットワーク・エンジニアリングお
よびキャパシティ・プランニングにおける�切な決�を行って、�来的なサービス
への需�の�まりに�えつつスムーズで�率的な�用を�現することも必�になり
ます。Arbor Networks® SP ソリューションは、ネットワーク・インテリジェンスと
インフラストラクチャの可用性におけるデファクトスタンダードとなっています。
SP は、他のすべてのソリューションを�わせたよりもさらに�くのインターネット・
サービス・プロバイダ、クラウド・プロバイダ、および�業を��に、サービスの
可用性を保�しています。

ネットワーク・インテリジェンスの力

SP はネットワーク�体のパケット、NetFlow、SNMP、および BGP ルートを��、
��、および��します。大量のデータを��性の�いインテリジェンスに��し、
日々のオペレーショナル・エクセレンスと�来に向けた��な��をサポートしま
す。SP ソリューションは�下のような�理を基�としています。
• ネットワーク�体の��性:��なネットワークおよび脅��理には、�切な�
�性が不可�です。SP はピアリング・エッジからバックボーン、��側エッジ、
データ・センター、モバイル・ネットワークに�るまで、ネットワーク�体にわた
る��性を提供します。

• �度な脅��理:��の成功にとって、サービスに��が�ぶ前に脅�を阻止する
ことは不可�となります。SP は�度な脅�をわずか 1 �で�知し、わずか 4 �で
ミティゲーションを行うため、ネットワークやデータ・センター、サービス、��
に�し���が�ぶのを�ぐことができます。

• サービス・イネーブルメント:�日のビジネス��には、��の��、サービス
のコモディティ�、��性向上に�するプレッシャーの�まりといった�しい現�
があります。ネットワークの可��とセキュリティに使用するのと同じ SP プラッ
トフォームを活用して、�別���となる���のクラウド内�散型サービス�否
（DDoS）��サービスを提供することができます。
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1) ピアリング／トランジット・エッジおよび／またはバックボーンでのコア・トラフィックおよびルーティング��、2) ��
側エッジおよびデータ・センターでのエッジ・トラフィックおよびルーティング��、3) モバイル・パケット・コアでのモバイル・
ネットワーク��、4) ��性を向上し冗�性を��するためのデータ・ストレージ、5) ��ポータルのユーザー・インターフェ
イス、6) DDoS スクラビング・センターにおけるネットワーク脅�のサージカル・ミティゲーション。

リアルタイムのグローバル脅�
��を 1 �のコンソールで

Arbor Security Engineering and
Response Team (ASERT) は、��
界の大半のインターネット・サー
ビス・プロバイダと Arbor との�
頼��を活用して、グローバルな脅
�活動に�する独自の��を行い
ます。ASERT は Active Threat Level
Analysis System (ATLAS®) と呼ぶし
くみの下で、業界および Arbor の�
�にさまざまな利点をもたらしてい
ます。この利点には�のようなもの
があります。
ATLAS セキュリティ・ポータル

ATLAS セ キ ュ リ テ ィ・ ポ ー タ ル
（atlas.arbor.net） は、 グ ロ ー バ ル
な脅�活動をリアルタイムで�示す
る��を提供します。この情�には
SP コンソールから簡単にアクセス
でき、サービス・プロバイダは�界
的な脅�活動が自�のネットワーク
にどのような��を�えるかを把�
することができます。
ATLAS スレット・フィードおよび
ATLAS インテリジェンス・フィード

Arbor の研�者は ATLAS のグローバ
ル����を利用して、ネットワー
ク�およびアプリケーション�への
�たな攻�を発見し、�切な��策
を開発しています。こうした��策
は、ATLAS スレット・フィードおよ
び ATLAS インテリジェンス・フィー
ドを�由して自動的に SP システム
にアップロードされます。

Cloud Signaling™ テクノロジー
Arbor の�度な DDoS ����は、
ネットワークの帯域とデータ・セン
ターのサービスの��を脅かす攻�
に�し、冗�で自動的かつ�動的な
�処を行います。

「弊�は、小�模な ISP とし
てスタートした�業時から
グローバル・サービス・プ
ロバイダとなった現在に�
るまで、SP �品セットとと
もに成�してきました。こ
の 5 年間に�り、Arbor �
と協力し�ってこられたこ
とは、大きな喜びです。ロー
カルかグローバルかを問わ
ず、IP ネ ッ ト ワ ー ク の �
�に�わるあらゆる�に、
Arbor �品を自�を持って
�奨します。」
Easynet Global Services �、ネット
ワーク・サービス・ディレクター

インテリジェント・ネットワークの��および�理においてはネット
ワーク�体の��性が不可�となる

SP はネットワーク上において���型であり、 ルーターやスイッチによるネット
ワーク・テレメトリ（NetFlow、sFlow など）を活用して、インラインのプローブやタッ
プに��することなくネットワーク�体の��性を提供します。SP の�力なレポー
ト��を�じ、ネットワーク・オペレータは�下を��できます。
• ネットワーク上のトラフィックがどこから来てどこへ行くのか。
• トラフィックがどのルートを�っているか。

• どのインターフェイスおよびデバイスが�も��に使用されているか。

• ネットワーク上のトップ・トーカーまたはアプリケーションは�／何か。
• �期的および�期的な�向はどういったものか。

このレポート��はネットワーク・オペレータにとって�めて有�です。�率的かつ
�用�率の�いネットワーク・エンジニアリングが可�になるため、オペレータは
ピアリングやトランジット��について�切な��を下し、使用率の�い、または、
�いデバイスや回路を��し、��の利用�向や�件についての理�を得ることが
できます。

攻�を受けた場�、1 �の�いが大きな�を生む

SP は、
「��フラッド型」の攻�をわずか 1 �で�知し、4 ��内に自動でミティゲー
ションを開�します。��のインタラクティブなダッシュボードを�し、簡単な操作
で攻�に�する�も重�な情�を提供します。SP ダッシュボードを�じ、オペレー
タは�下を��できます。
• 攻�トラフィックがどこから来てどこへ行くのか。

• トップの攻�トラフィックのパターンはどのようなものか。

• 攻�により�も��な��を受けているのはどのルーター・インターフェイスおよ
びデバイスか。
• 攻�のソースと標的は何か。

• 攻�により使用されるプロトコルは何か。

SP の DoS アラート・ダッシュボードはインタラクティブな�示��を�えているた
め、オペレータは主�な攻�の��に��にアクセスしてミティゲーションまでの時
間を��し、��的に攻�による��を�小�できます。

サービス�否攻�からの��

Arbor Networks TMS は、
「ダイバージョン／リインジェクション」というミティゲー
ション・アーキテクチャをサポートしています。このモードでは、SP コンソールか
らのルーティングアップデイトによりトラフィックが TMS にリダイレクトされます。
�に TMS により攻�トラフィックのみがパケット・ストリームから��され、正�
のトラフィックが目的の�先へと��されます。
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これはサービス・プロバイダ、大�業、および大�模なホスティング / クラウド・プ
ロバイダにとって大きな利点となります。単一の TMS により��のデータ・センター
を一元的に保�できるため、ミティゲーション�力をはるかに�率的に利用できます。
インライン��は、��しているすべてのリンクで常にすべてのトラフィックを�査
する必�があります。TMS は、TMS にリダイレクトされたトラフィック（大�模なネッ
トワーク�体を流れるすべてのトラフィックのごく一�）を�査するだけですみます。

有�なマネージド DDoS サービスソリューション

SP は�用を簡易�し、マネージド DDoS サービスの�開コストを削減します。主な
��には、カスタマイズ可�なポータル向けのテンプレート／ API、冗�性、自動
フェールオーバー、データ同期�、「ワン・クリック」または自動ミティゲーション、
カスタマイズ可�なミティゲーション・テンプレート、リアルタイムのミティゲーショ
ン・ダッシュボード、��なミティゲーション・レポートが�まれます。これらの�
�によって、マネージド DDoS サービスのプロビジョニングと�用サポートを単�
�し、��と��の�足度を向上させることができます。SP は、他のすべてのソリュー
ションを�わせたよりもさらに�くのマネージド・サービス・プロバイダで、DDoS
��サービスを提供するために利用されています。

モバイル・パケット・コアの��性および異常�知

Arbor Networks MNA は SP に��に一体�された����で、単一のコンソールを
�じて固�およびモバイル・ネットワーク�体にわたる��的な��性と脅��理
を提供します。
MNA は主�な 3G (HSPA) および 4G (LTE) GTP-C メッセージ・フローに�するリア
ルタイム��と��データの��を行うことで、��の基�となるモバイル・コア内
での��パターンと不�なトラフィック活動に�する理�を促します。

MNA はまた、��の有�にかかわらず GTP-C トラフィック異常を�知してアラート
を発し、ネットワークとサービスの性�と可用性に�する脅�に�し早期��での
�告を提供します。

�理とスケール

SP は、ネットワーク��性とセキュリティに�する、業界で�も�括的で柔�なレ
ポートおよび�理システムを提供します。また、�業、ホスティング / クラウド・プ
ロバイダ、サービス・プロバイダの��など、さまざまな状況で使用できるように
��されています。�大 20,000 のマネージド・オブジェクト（��、IP アドレス範
囲、インターフェイス、ルート、サービスなど）の��、レポート、保���に�え、
550,000 のネットワーク・インターフェイスのサポート、��的なレポートおよびド
リルダウン��、レポートのカスタマイズ、また柔�かつカスタマイズ可�な�理
ロールの�義など、さまざまな��があります。

SP を利用している�業
ビジネス

サービスの利点

インターネット・サービス・ 有� ISP では、SP を使用してネットワークの��性と� DDoS ��を�保す
プロバイダ（ISP、MSO） ることで、ネットワーク・エンジニアリングを��する、ピアリングやトラ
ンジットの��をより有�に�理する、不正または不�なトラフィックによ
るネットワーク�量の消�を�止する、��に MPLS の��性を提供する、
DDoS 攻�の��がエンドユーザーに�ぶのを�ぐことができます。

モバイル・ネットワーク・ モバイル・プロバイダは SP を利用することで、コア・インフラストラクチャ
オペレータ（MNO）
（GGSN）およびコア・サービス（AAA、DNS）を、インターネットやサブスク
ライバからの DDoS 攻�およびリソースを消耗させる攻�から保�できます。

ホスティング／クラウド・ ホスティングおよびクラウド・プロバイダは、SP の利用を�じてトラフィック・
プロバイダ（IaaS、PaaS、 エンジニアリングを��する、
SaaS）
不�なトラフィックが�体的なサービス・レベルに��を�ぼすのを�ぐ、コ
アおよび��の操作を DDoS 攻�から保�することができます。

�業

マネージド・
セキュリティ・サービス・
プロバイダ（MSSP）

�業は SP の利用を�じ、オンライン小売業や SaaS、ゲーム、メディア、エンター
テインメント、金�サービスといったオンライン操作を DDoS 攻�から保�で
きます。

専業 MSSP およびホスティング・プロバイダ、ISP はすべて、DDoS ��をマネー
ジド・サービスとして提供する目的で SP を使用します。

��のある�括的な脅��知と
ミティゲーション

SP ソリューションは、他のすべてのソ
リューションを�わせたよりもさらに幅
�く�開されています。その理由は�ら
かであり、貴重なビジネス・インテリジェ
ンス、
ネットワークの��性、
およびサー
ビス可用性を脅かすイベントからの保
���を提供できるからです。

�知の��あるホストをブロック。ホ
ワイトリストとブラックリストを利用
します。ホワイトリストには��を得
たホストが、一�ブラックリストには
ゾンビ（�染ホスト）がリストされ、
ブラックリストのホストのトラフィッ
クをブロックします。
IP ロケーションを使用して��性を
�保。�ましくないソースからのトラ
フィックをブロックします。HTTP 固
有の攻�に�する�知とミティゲー
シ ョ ン 用 の メ カ ニ ズ ム を 使 用 し て、
Web ベースの脅�および異常から��
します。
DNS サービスの保�と�理。SP プ
ラットフォームの�度な DNS 保�と
レポートの��により、こうした重�
なサービスの可用性が�保されます。

クリティカルな VoIP サービスの��。
pps を�用して大量の異常なリクエス
トを�行する自動スクリプトやボット
ネットの攻�から保�します。
大�模なリフレクション／�幅攻�を
阻止。単一のスレット・マネジメント・
システム・シャーシ内で�大 80 Gbps
の攻�ミティゲーションを利用する
こ と で、NTP、DNS、SNMP、SSDP、
SQL RS、Chargen といった攻�を阻止
します。

SSL パケットに隠れた攻�を�知阻
止。 オ プ シ ョ ン の Arbor Networks
TMS 2300 ハードウェア・セキュリ
ティ・モジュール（HSM）が SSL パケッ
トを復��して攻�トラフィックを�
知、ドロップし、さらに正�トラフィッ
クを再度���してネットワークに�
します。

SP トラフィックとルーティング、ユー
ザー・インターフェイス、およびデータ・
ストレージの各ロールは、 それぞれ SP
6000 アプライアンスの��のエンクロー
ジャまたは VMware、KVM、Xen �想マ
。
シン上に�開できます（オプション）

SP の�開スケール

ミティゲーション�力

BGP ルート（一�）
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（�サンプル�）
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��アプライアンス

SP スレット・マネジメン
ト・システムアプライアン
ス
APS アプライアンス
ユーザー�

TMS で 8 Tbps
3,750,000,000
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Arbor Networks SP プラットフォーム
ロール／��

トラフィックとルーティング
SP Collector Platform (CP):
• SP �開の中のフロー・データを��し
ます
SP フロー・センサ（FS）:
• BGP ピアリングの��を�く、CP アプ
ライアンスの��／����を�行し
ます

20,000
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ユーザー・インターフェイス

アプライアンス・ライセンス

Flex ライセンス

コア・バックボーンおよびピアリング・
ルーターの場�:
• CP 6000-5 は 5 �のルーターから 200k
フロー／�で��を行います。
• CP 6000-2 は 2 �のルーターから 200k
フロー／�で��を行います。
小型の��側エッジ・ルーターの場�:
• FS 6000 は 15 �のルーターから 200k
フロー／�で��を行います。

• 32 �のコア・ルーターまたは
100 �のエッジ・ルーターから、
200k フロー／�で��を行います。

SP Collector Platform (CP) アプライア
ンス: CP 6000-5、CP 6000-2 または SP
フロー・センサ（FS）:FS 6000-15

SP ポータル・インターフェイス（PI）ア
プライアンス: PI 6000-25

• SP �開専用の�理プラットフォーム
• 5 つ�上の CP アプライアンスを�えた
SP �開に必�
• CP アプライアンスからのオフロード�
理とレポート生成
• PI リーダー・デバイスが�大 25 �の同
時ユーザー、または一つの�開につき�
• ��ポータル、ポータル API、および
大 125 �のユーザーをサポート
より�くの同時ユーザーをサポートす
る、マネージド・サービス向けの�� • PI は Cloud Signaling ™ 向けの SA® アプ
ライアンスを�大 200 サポート

データ・ストレージ

SP Business Intelligence (BI) アプライ
アンス: BI 6000-500

SP-6000 アプライアンス

SP-6000 アプライアンス
• SP Flex Licensing �開のユーザー・
インターフェイス
• �大 100 の同時ユーザー、または
一つの�開につき 700 のユーザー
をサポート
• Cloud Signaling ™ 向けの SA® アプ
ライアンスを�大 200 サポート
SP-6000 アプライアンス

• ��・保���となるマネージド・オブ • �大 500 のマネージド・オブジェクト
• �大 1000 のマネージド・オブジェ
ジェクト（��、ネットワーク、リソー （MO）をサポート
クト（MO）をサポート
ス）の作成専用の�理プラットフォーム • SP �開における 20 の BI アプライアン • SP �開における 20 の BI アプライ
• CP アプライアンスを��することなく
スで�大 10,000 のマネージド・オブジェ アンスまたはデータ・ストレージ・
SP �開のスケールを�大
クトを有��できる
アプライアンスで、�大 20,000 の
マネージド・オブジェクトを有�
�できる（Flex Licensing 使用）
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モバイル・コア��

SP モバイル・ネットワーク��

ミティゲーション

SP スレット・マネジメント・システム

• SP UI 内に��に��
• 主�な 3G (HSPA) および 4G (LTE)
GTP-C メッセージ・フローに�するリ • 25K または 50K、100K GTP-C メッセージ／�を�むライセンス・レベル
アルタイム��と��データの��。 • �大 1M GTP-C メッセージ／�に��するシステム
• ��の有�にかかわらず GTP-C トラ
フィック異常を�知してアラートを発�
• ディープ・パケット・インスペクション • �大 2 桁の Tbps および 3 桁の Mpps に�する Cisco ASR 9000 vDDoS ��
（DPI）、アプリケーション・インテリジェ • TMS 4000 で�大 80 Gbps および 80 Mpps のミティゲーション
ンス、および攻�のサージカル・ミティ • TMS 2300 で�大 10 Gbps および 10 Mpps のミティゲーション
ゲーション��を提供
• TMS 2300 のオプションのハードウェア・セキュリティ・モジュール（HSM）は、
SSL パケットを復��して�大 5 Gbps の攻�に�するミティゲーションを��
• 1 つの�開における 100 の TMS で�大 8 Tbps をミティゲーションできる

SP 6000 アプライアンスおよび�想マシンの仕�
��

電力�件
サイズ
ハード・ドライブ

ネットワーク・イン
ターフェイス
��
オペレーティング・
システム
����

�想マシンの�件

��

冗���二重�電�、AC: 100～127V/200～240V、50～60Hz、6/3A、DC: -48～-72V、�大
13A

�体 ：2U ラックサイズ、重量 ：39 lbs (17.7 kg)、�さ ：3.45 インチ（8.76 cm）、幅 ：17.14 インチ
（43.54 cm）、�行き ：20 インチ（50.8 cm）
、標� 19 インチおよび 23 インチのラックを�り付け
可�
RAID 5 を�行する 4 つの 480 GB ソリッド・ステート・ドライブ

アドインのネットワーク・インターフェイスなし、または 1 GigE ( ��、GigE SX、GigE LX 用の
SFP) × 4、または 1 GigE ( ��、GigE SX、GigE LX 用の SFP) × 8、または 10 GigE (SR または LR 用
の SFP+) × 2、または 10 GigE (SR または LR 用の SFP+) × 2、および 1 GigE ( ��、GigE SX、GigE
LX 用の SFP) × 4

動作温度: 41°～104°F (5°～40°C)、相�湿度: 73°～ 104°F (23°～ 40°C) で動作時 5～85%、�動
作時 95%

ArbOS は Arbor の���得�みの�み�みオペレーティング・システムであり、Linux を基�とし
ています。

RoHS 2002/95/EC、IEC/EN/UL 60950-1 � 2 �、E2006/95/EC、2001/95/EC、FCC パート 15 サブパー
ト B クラス A、EN 55022、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-4-2、EN 610004-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、IC ICES-003
クラス A、ETSI EN 300 386、ETS 300-019-2-1、ETS 300-019-2-2、ETS 300-019-2-3、ETS 753、
CISPR 22 クラス A、CISPR 24、Gost、BSMI、VCCI クラス A、KCC クラス A、UL マーク、CE マーク、
ETSI、NEBS-3 (DC)、NEBS-1 (AC)
ハイパーバイザ ：VMware
vSphere v5.0 および 5.1、
5.5、vCPUs :4 ～ 32、ネット
ワーク・インターフェイス ：1
～ 10、メモリ ：8 または 16、
24、32 GB、ストレージ ：�小
100 GB。

ハイパーバイザ ：Xen クラウ
ド・プラットフォーム v1.6.1061809c、
vCPUs:4 ～ 15、
ネットワー
ク・インターフェイス ：1 ～ 10、
メモリ ：8 または 16、24、32
GB、ストレージ ：�小 100 GB。

ハイパーバイザ ：KVM QEMU
v1.4.2、vCPUs :4 ～ 32、
ネットワーク・インターフェ
イス ：1 ～ 10、メモリ ：8 ま
たは 16、24、32 GB、ストレー
ジ ：�小 100 GB。

