
                             Secure DDI  managed
             on-prem and in the cloud

      セキュアなDDI（DNS、DHCP、IPアドレス管理）
マネージドのオンプレミスとクラウド             

ネクストレベル
ネットワーキング



組織はかつてないほどネットワークに依存しています。セキュアかつ信頼のおけ
るネットワーク運用は、DNS、DHCP、IPアドレス管理を含むコアネットワークサー
ビスが必要になります。こうしたサービスは総称してDDIと呼ばれており、デバイ
ス、Webデスティネーション、Webベースアプリケーションの間で発生する全ての
インタラクションにおいて重要な役割を担っています。

Infobloxは、クラウドおよびハイブリッドシステムに対して、一元管理ソリュー 
ションを通じて、ネクストレベルのセキュリティ、信頼性およびオートメーションを
もたらします。つまり、全てのものが境界線を越え密接につながりあった今日の
社会（ハイパーコネクテッド・ワールド）で成功するために必要となる高度な可用
性、優れた効率性、そして迅速な対応能力を獲得することにより、ネットワーク、
更にはビジネスをより安全にかつ迅速に運用することが可能になります。
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「Infobloxにより非常に堅牢なプラットフォームを
実現できました。しかも保守の負担も軽く非常に
信頼性があります。」 

— Simran Sandhu氏、グローバルインフラ担当マネージャ
      Adobe

99.999%の可用性を持つTier1ネットワークを基盤として 
ソフトウェア定義のサービスを提供

今日のハイパーコネクテッド・ワールドにおいて、
ネットワークはまさにビジネスそのものであり、シ
ステムは盤石で常時可用性を備えている必要があ
ります。サイバー攻撃や複雑な管理に起因するシ
ステム障害、停止、パフォーマンスの低下は、カスタ 
マーエクスペリエンス、お客様のブランド価値およ
び収益に大きなダメージを与える可能性がありま
す。Infobloxは、オンプレミスやクラウド環境を問わ
ず、ネットワークインフラが必要とする高可用性、高
信頼性をもたらします。

ネクストレベルの

信頼性

Infobloxの特長： 

・ 99.999%の可用性で「止まらない」インフラを 
実現

・ DNSベースのDDoS攻撃に対する耐性を備え、
攻撃の起点となり得る不正デバイスを自動で 
検出 

・ 時と場 所を問 わ ずアプリケーションおよび 
サービスを提供

・ エコシステム全体を可視化し、リアルタイムで 
インテリジェンスを活用

・ 初期投資コストを削減 



手作業の70％を削減し、年間コストを100万ドル以上節約 

「自動 化され たプ ロセス がス 
ムーズに稼働することにより、戦
略的なビジネスプロジェクトに
注力できるようになりました。」

— Joris Beckers氏、ネットワークエンジニア
      Colruyt Group

セキュリティの課題をビジネスが求めるスピード
でより迅速に解決するには、日々の作業を自動化
し、ネットワークが生成する膨大なデータからリア
ルタイムで知見を収集する必要があります。しか
しながら、こうした知見はネットワークインフラを
十分把握していないと役に立ちません。手作業や
多様なインフラ、そして連携されていない管理ソ
リューションは、効率化を更に困難にしています。 
 
Infobloxは、デバイス構成、プロビジョニング、セ 
キュリティ運用業務といった日々の作業を自動化
し、コンプライアンスの確保、インシデントへの迅
速な対応、そして新たなアプリケーションサービス
の早期導入を可能にします。

 

Infobloxの特長：

・ APIを活用し、クラウドオーケストレーション 
ツールと容易に連携することで、設定の自動化
や問題解決を実現

・ コアネットワークサービスのデータ収集および
分析のプロセスを自動化することにより、リアル
タイムで実用的な知見を獲得

・ 問題が発生する前に、利用状況と容量に基づき
ネットワークを自動で再構築

・ サードパーティのアセットを含む、インフラのそ
の他のコンポーネントとネットワークインテリ
ジェンスを共有

・ レポーティングを簡素化、自動化、内部ポリ 
シーおよび規制要件へのコンプライアンスを 
確保

ネクストレベルの
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膨大な数の脅威インジケータと、30以上のAPIレベルによる
セキュリティベンダーとの統合によりネットワークを強化

サイバー犯罪者は、DNSのオープン性を生かして
多くのデバイスを感染させることでマルウェアを増
殖させてデータを詐取します。しかし今日、ネット 
ワークの複雑性が増し、ネットワークやセキュリ 
ティツールの多様化、データ量の急増、そして脅威
の急速な進化により、脅威を検知して対策を施すこ
とが次第に困難になってきています。インシデント
に迅速に対応できない分、組織のリスクが高まり 
ます。

InfobloxのDNSインフラは理想的なエンドポイン
トに近いところで機能し、従来の次世代ファイア 
ウォールと比較して約250倍の脅威インジケータ
に対応しています。

Infobloxは、拡張可能なAPIのフレームワーク、
業 界 屈 指 の 統 合 および 収 集 され た 脅 威 イン
テリジェンスの豊富なデータベースを通じて、 
ネットワークとセキュリティデータを連携させる
ことにより、サイバー攻撃を迅速に検知し、対策を
施すことが可能になります。

Infoblox のセキュリティソリュー
ションの特長：

• 広範なDNSベースの攻撃からネットワークを 

保護

• 感染デバイスを迅速に隔離 

• 感染状況に関する脅威インジケータおよび 
インテリジェンスを既存の感染インジケータや
セキュリティインフラと共有し、問題を自動で 
解決

• DDIデータをリアルタイムで予測分析し、マル
ウェアによるC&C（コマンド＆コントロール）お
よびデータ詐取を検知、防御することで問題の 
発生を未然に防止

• ネットワークおよびビジネスコンテキストに 
基づき脅威を優先付け

ネクストレベルの

セキュリティ

「私の見解ではInfobloxのセキュリティは 
他社を凌いでいると思います。」

— ネットワークアナリスト、Fortune 50のエネルギー会社



従来のネットワーク管理ソリューションは、攻撃に対して手動対応で断片的かつ脆
弱であると言えます。こうしたソリューションは、デバイス、IPトラフィック、そして高度
なセキュリティ脅威の急増を想定していない設計になっています。組織がクラウド
やハイブリッドオンプレミス／クラウドインフラに移行するにつれ、ネットワークと
セキュリティ運用の連携の重要性が益々増しています。

ハイパーコネクテッド 2021年の年間 
グローバル 

IPトラフィック数5

ゼタ 
バイト3.3

2017年における全
世界のインター 
ネットユーザ数1

4B
過去10年の 

マルウェア攻撃数3

780M

求められるネクストレベルのネットワーキング
今日のハイパーコネクテッド・ワールドでは、こ
れまで以上 に速く、インテリジェントアプリケー
ション、IoT、機械学習、ブロックチェーンなど、新
たなテクノロジーを活用した商機が訪れています。
従来のネットワーキングは、強固に繋がった閉じた
世界では効果を発揮してきましたが、クラウドイン
フラ、アプリケーション、コネクテッドデバイスなど
が急速に発達し、チャンスとリスクが共存する今日
の環境を想定していなかったのが現実です。ハイ 
パーコネクテッド・ワールドでは、迅速で盤石かつセ
キュアなネットワークの構築およびエコシステム全
体の可視化を念頭において設計された、ネクストレ
ベルのネットワーキングが求められています。

今日の環境についていくために、多くの組織はシス
テムをクラウドに移行し、ハードウェアを更に追加
し、またはサードパーティの各種のサービスプロバ
イダへの依存を高めていきました。これにより複雑
性が増し、管理が非常に困難になりました。また、至
るところにインフラが構築され、顧客は複数の環境
のサービスを利用しています。こうした結果、サイ 
バー攻撃、情報漏洩、ダウンタイムなどのリスクをも
たらすに至っています。

ネクストレベルネットワーキングは、急速に成長
し、変化を遂げている今日の環境において、セキュ
アで盤石なネットワークを維持する上で非常に重
要となり、以下の要素が求められます：

• 常時稼働：レジリエンシ－（回復力）、オンデマン
ド、パフォーマンス能力を維持

• データドリブン：エコシステム全体にわたり、イン
テリジェンスとパフォーマンスを共有

• セキュア：サイバー攻撃や不正デバイスに対する
保護

• ハイパースケール：アプリケーション、サービス、
デバイス、ユーザ、リモート環境を迅速に拡張

• ロケーションフリー：場所を問わず最適なモデル
を導入  

ネクストレベルネットワーキングは柔軟性をもたら
し、オンプレミス、クラウドまたは双方を繋ぐ環境
を問わず、既存のインフラ環境をサポートする仕
組みだと言えます。

2020年までに 
繋がるIoTの数2

125B

2018年における 
パブリッククラウド 

導入企業比率4

92%

1.  https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
2. https://cdn.ihs.com/www/pdf/IoT-ebook.pdf
3. https://www.av-test.org/en/statistics/malware/
4. https://www.rightscale.com/blog/cloud-industry-insights/cloud-computing- 
    trends-2018-state-cloud-survey
5. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual- 
    networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.pdf



   

Infobloxがサポートする

ネクストレベルネットワーキング
ワークロード、データ、アプリケーション、そして今ではネットワークなど、あらゆるものがクラウドに移
行しつつあります。従来オンプレミスインフラが当たり前だった規制が厳格な産業ですらクラウドに
関心を寄せています。近い将来、Tier1ネットワークも全てクラウドから運用、管理される時代が来ると
予想されています。そしてネットワークのインタラクションを可能にするコアとなるDDIサービスも同
じ道を辿るものと思われます。将来、ネットワーキングはセキュリティ、信頼性およびオートメーション
が鍵となります。 

上記の内容は、ネクストレベルネットワーキングにおけるInfobloxのビジョンですが、一夜にして実現
するものではありません。Infobloxは、今日の環境から脱却し、将来のビジネスの成功に向けて、各組
織のペースに合わせてサポートしています。

オンプレミスの物理インフラまたは仮想インフラ、プライベートクラウドまたはパブリッククラウド、
オンプレミスおよびハイブリッドクラウドの併用環境での利用状況にかかわらず、Infobloxは既存の 
ネットワークをネクストレベルに高めるためのお手伝いを致します。
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Infobloxは以下の内容を実現します：
• 既存の Infoblox NIOS の実装環境を容易に拡張

し、ハイブリッドクラウドでのアプリケーション
運用をサポート

• 可視化とコントロール機能の高度化とともに 
クラウドへの漸次移行を自動化

• 既存のハードウェア上で新たなクラウドマネー
ジドのDDIサービスを提供し、既存投資を保護

• 無期限ライセンス、サブスクリプションベース、
従量課金方式など支払い方法を自由に選択 
可能

• 記載の内容全てをセキュアかつ柔軟に既存環
境に影響を与えることなく実行 

ネクストレベルネットワーキングにつきまして、 

是非Infobloxまでお問い合わせ下さい。       



Infoblox は、DNS、DHCP、IP アドレス管理からなる DDI の
リーダーとして、Fortune 500 の 350 社を含む世界中の約 8,000
のお客様にネクストレベルの DDI を提供しており、多くの組織
のオンプレミス、クラウド、ハイブリッドで運用されるネットワー
クをセキュアに一元管理します。

Infobloxは、 
皆様のネクストレベルネットワーキングの実現をお手伝い致します。

マーケットリーダーとして高い評価を獲得

主な顧客

顧客数 FORTUNE 500に 
占める社数 市場シェア

脅威 
インジケータ数

億単位                   セキュリティ／ 

                  IT運用ツールに

                  わたるAPI連携数

〒107-0062 東京都港区南青山2-26-37 VORT外苑前Ⅰ 3階

Email: salesjapan@infoblox.com


