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TAC ゲートウェイは、ネットワークセッションが確立される前に、アイデンティ
ティ（ID)を認証し、セキュリティポリシーを最初のパケットに適用します。

アイデンティティ（ＩＤ）によるネットワーク及びサイバー防衛！

動作原理

これにより、企業は、ネットワークトポロジおよび認証可能/セキュアではないアドレスに依存するルータACLおよびファイアウォールポリシー
を使用するのではなく、既存のアイデンティティ（ID)の関連付けを使用して、セキュリティポリシーを実施することが可能になります。

既に特許を有する新しいレベルのリアルタイム保護機能により、ポートスキャニングや偵察を含む未確認の不正トラフィックをブロックまたはリダ
イレクトすることで、ネットワークやサーバから不正トラフィックを排除し、セキュリテイリスクを大幅に低下させ、コンプライアンスを簡略化し、運用
効率を高めます。

エンドツーエンドのソリューション

日本ｺｰﾈｯﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社

唯一の次世代サイバー防衛ソリューション！

BlackRidgeトランスポートアクセス制御(TAC: Transport Access Control)は、アイデンティティ（ID)の挿入・解決およびネットワークセッショ
ンのためのポリシー実施を実行します。TACは、暗号論的にセキュアな使い捨てのアイデンティティ（ID)トークンを、TCP接続要求の最初
のパケットの中のTCP/IPセッションに挿入します。接続要求がサーバ側で受信されると、TACは、アイデンティティ（ID)を抽出・認証し、ア
イデンティティ（ID)に基づいてセキュリティポリシー(接続要求を転送、リダイレクト、または破棄)を適用します。

BlackRidgeは、従来のファイアウォールやアプリケーションセキュリティ機器やソリューションが関与する前に、リアルタイムでセッション前に動
作する、高スループットで低レイテンシのネットワークセキュリティを提供します。

BlackRidgeは、シグネチャ、サンドボックス、またはDPI等に依存しない、非常にスケーラブルで非対話型の認証プロトコルを使用します。トラ
ンスポートレイヤで動作するBlackRidgeは、既存のネットワーク/セキュリティ技術及びミドルボックスと互換性があり、アドレスおよびトポロジに
依存せず、NATをサポートします。

BlackRidge Technology社（アメリカ、ネバダ州）が軍用に開発したTAC(Transport Access Control)ゲートウェイは、アイデンティティ(ID)を認証し
、ネットワークセッションの最初のパケットに対してセキュリティポリシーを実施することで、サーバおよびクラウドを分離、クローキングを行い、ネ
ットワークを分離、且つ動的なセグメント化を可能にする唯一のソリューションです（特許）。 アイデンティティ（ID)の属性により、認証されていな
いアクセスをブロックし、サイバー攻撃を阻止、次世代のサイバー防衛を提供します。

アイデンティティ（ID)は、BlackRidge Enterprise Managerを通じてプロビジョニングし、BlackRidgeゲートウェイおよびエンドポイント間でセキュ
アにプロビジョニングするか、アイデンティティ(ID)管理システムとの統合を介して動的に学習することができます。後者は、ユーザまたはデ
バイスがMicrosoft Active Directory®などのIDMSを用いて認証するときに行われます。

ネットワークセキュリティ向けのBlackRidgeのアイデンティティ（ID)ベースのモデルは、ネットワークの互換性に影響を及ぼすことなしに、ネット
ワーク境界全体にわたってエンドツーエンドで動作します。

BlackRidge TACゲートウェイは、アイデンティティ（ID)を認証し
、ネットワークセッションの最初のパケットにセキュリティポリシー
を適用します。暗号を使用した使い捨てのアイデンティティ（ID)
トークンは、最初のTCPパケットに挿入された後に認識・解決さ
れて、TCP接続要求側のアイデンティティ(ID)を認証します。

First Packet Authentication™ （特許）
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見えない！

First Packet Authenticationは、低い決定論的レイテンシを提
供し、ディープパケットインスペクションやコンテンツインスペク
ションは不要です。

次に、セキュリティポリシーが実施され、トラフィックを許可された
リソースに転送するか、応答せずに不正の匿名トラフィックをブ
ロック、又はリダイレクトします。

ログ記録はポリシーアクションごとに生成され、インサイダーまたはサードパーティのインシデントの早期検出および/またはコンプライアンス
報告のための、未確認の不正アクセスに関するリアルタイムの情報を提供します。

（隠す） （保護）

BlackRidge First Packet 
Authentication™は最短で
攻撃を阻止します。

現行のセキュリティ製品は
ネットワークセッションが確立

された後に、動作します。

ネットワークセッションにおける
パケットフロー

未知の攻撃を阻止し、インサイダー脅威を防ぐ
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属性情報は最速で解析システムに提供します。TCP/IPセッション内のアドレスは容易にスプーフィングされる場合があり、セキュリティポリ
シー用の正式なものとして使用すべきではないので、アイデンティティ(ID)属性情報は、従来のTCP/IPセッション情報のみよりも高品質です。

BlackRidge TACゲートウェイは、エンタープライズまたはハイブリッドクラウド全体にわたって、すべてのアクセスポイントからの新しいレベル
のネットワークおよびサイバーセキュリティ保護を提供します。BlackRidgeは、LANおよびルータ境界において動作し、変化するネットワーク
トポロジに合わせて自動的に調整することで、システムがエンドツーエンドでセキュアであることを保証します。

BlackRidge TACゲートウェイは、Microsoft Active Directoryおよび他のアイデンティティ(ID)管理システムと統合して、ユーザおよびデバイ
スのアイデンティティ(ID)を動的に学習し、リソースにアクセスするためのポリシーの構成を簡略化します。
TACは、静的なアイデンティティ(ID)で構成することも可能です。

TCP/IPセッションの認証により、TACは、TCP/IPセッション情報とともにアイデンティティ（ID)の属性をセキュリティ情報イベント管理(SIEM: 
Security Information and Event Management)システムおよび解析システムに提供することができます。

BlackRidge TACゲートウェイは、未確認の不正ユーザからのすべてのネットワーク/サーバのスキャニングおよび偵察をブロックします。ポ
ートスキャニングを効果的にブロックすることで攻撃者をその場で阻止します。“見えないものを攻撃することはできません”が
保護されたネットワークやサーバのリソースを効果的にクローキングすることで可能になります。これは、従来のヒューリスティックなレートベ
ースの検出アプローチを回避する「ロー(low)」スキャンおよび「スロー(slow)」スキャンを含みます。
これにより主要なサーバやネットワーク機器が不正アクセスされるリスクを大幅に低下させ、誰がサーバへのアクセスを試みているかにつ
いてのコンプライアンス用のアイデンティティ(ID)属性情報を提供します。

BlackRidge TACゲートウェイは、アイデンティティ（ID)トークンのためのセッションキーをセキュアに、且つ自動的に配布・管理します。これ
は、TACゲートウェイ間でセキュアにかつトランスペアレントに行われ、IT管理者またはセキュリティ管理者による追加の管理またはアクショ
ンを必要としません。これにより、管理プロセスを簡略化し、記憶されたキーを維持するリスクと複雑性を排除します。

動的なアイデンティティ（ID)統合

アイデンティティ（ID)およびポリシー導入の自動化

ネットワークスキャニング及び偵察のブロック

エンド・ツー・エンドの保護

アイデンティティ (ID)属性

エンタープライズゲートウェイ
（10G/40G/100G)

製品ラインアップ

クラウド/仮想アプライアンス
ソフトウェア

ブランチ/デスクトップゲートウェイ
(１G/10G)

Data CenterData Center
(Private Cloud)

Branch Office
Remote Users

Internet

TAC Endpoints 
(Fixed and mobile, IoT, etc)

1G/10G

ブランチ/デスクトップゲートウェイ

Access
Switch

10/40/100G 
エンタープライズ
ゲートウェイ

クラウド/仮想アプライアンス

導入例

サーバエンドポイント
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BlackRidgeにより、外部の解析システムおよび管理者が個々のアイデンティティ(ID)の信頼レベルを適応的に調整することが可能になりま
す。信頼ポリシーは、システム規模で、またはアイデンティティ(ID)グループごとに定義されます。この追加のレベルの適応型セキュリティは
、イベントに応じて保護を強化することで、リソースが絶えず保護されていることを保証します。

Trust（信頼）レベルフィードバック・ポリシー
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BlackRidgeソリューションは、様々なネットワーク、仮想サーバおよびクラウドの構成において「設定したら後はおまかせ(set it and forget it)」
モードで動作するので、導入および維持が容易です。BlackRidgeソリューションは、物理アプライアンスまたは仮想ネットワークまたはクラウド
アプライアンスとして導入出来、近い将来にはソフトウェアエンドポイントとして、柔軟に導入することが可能になります。

BlackRidgeは、匿名のトラフィックをブロックまたはフィルタリングするために既存のセキュリティスタックの前に導入するか、サーバの分離と保
護、又はネットワークのセグメント化を行うためにネットワーク内部に配置することができます。

BlackRidge TACゲートウェイは、クリティカルなサービスを分離、保
護し、エンタープライズおよびハイブリッドクラウドにわたってアクセス
属性を提供するための新しいレベルのサイバー防衛を提供します。

BlackRidgeは、ネットワーク接続をブロック/許可するアイデンティティ
（ID) ベースのアクセス制御を用いたセグメント化のための、新しいソ
フトウェアベースのアプローチを提供します。

サービスの分離と保護

BlackRidge TACゲートウェイは、IT管理ネットワーク、制御プレーン
及び管理システムを隔離し、不正なユーザおよびデバイスから保護
します。

このエンドツーエンドのセキュリティアーキテクチャは、リモートオフィス
やブランチオフィスから企業ネットワークへのアクセスリスクを低減させ
るとともに、セキュリティおよびコンプライアンスの体制を強化します。

管理/制御ネットワークは、ビジネスシステム構築の基盤です。
それらは、特権アカウントおよびサードパーティのリスクを含めたサイ
バー攻撃およびインサイダー脅威からより一層、保護される必要が
あります。

ACLおよびファイアウォール・ルールを維持する従来のアプローチ
は、管理オーバーヘッドが高く、ネットワークトポロジに依存してしま
います。

BlackRidgeは、仮想プライベートネットワーク(VPN)、及びネットワーク
境界にわたってアイデンティティ (ID) を拡張し、複数の実施ポイント
においてポリシー(転送、ドロップ、又はリダイレクト)を適用します。

右の図に示すように、BlackRidgeゲートウェイは、アクセスネットワー
クやキャンパスをセグメント化し、保護の対象となるサーバ領域、ま
たはデータセンタとの間に配置されます。

エンタープライズ環境およびクラウド環境においてセキュリティや、コ
ンプライアンスの維持がますます困難になっていく今後、ネットワー
クのセグメント化は、ベストプラクティスです。

ネットワークのセグメント化

管理・制御ネットワークの分離

支店やリモートオフィスの保護

導入および維持が容易

アイデンティティ(ID) によるマイクロセグメンテーション

又、内部ネットワークのセグメント化のためにファイアウォールを使用
することは、コストがかかり、アプリケーションパフォーマンスに影響を
及ぼす場合があります。

この最新技術により、別個の物理ネットワークまたは論理ネットワー
クを作成することなしに、きめの細かいセキュリティゾーンを共有ネッ
トワーク上で実現します。

この追加の保護レイヤは、IT管理システムが攻撃されるリスクを低下
させ、ネットワークセッション毎にアイデンティティ(ID)属性情報を提
供します。

Data Center (Physical or Cloud)

保護されたリソース

VLAN and Subnets

保護されてい
ないリソース

支店又は社内の保護された端末

Corporate 

Network

通信ポリシー

アイデンティティ(ID)によるネットワークの分離（セグメンテーション）
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Neil Macdonald, VP, Distinguished Analyst, Gartner Fellow

“汚染されたインターネットからあなたのサービスを隔離する時が来た”
2016年9月

“サービスを公開し、必要のない接続を受け入れるネットワーク設計は、あま

りにも多くのリスクを抱えている。 複雑に相互接続されたネットワーク環境は

論外で、 時代遅れだ。セキュリティのリーダーは、ソフトウェアで定義された

境界線やインターネットからアプリケーションを分離する技術を用いることで、

リスク軽減が可能だ。”

Representative Provider:  BlackRidge Technology
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日本ｺｰﾈｯﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社

• ブリッジモード
• ポリシー監視モード
• ポリシー実施モード
• レイヤ2トランスペアレントモード
• レイヤ3NATモード

• First Packet Authentication
• TCPアイデンティティ(ID)トークンの挿入・解決
・ 調整可能な信頼性限界値
• ユーザ/デバイス用の静的・動的アイデンティティ(ID)
• Microsoft Active Directoryの統合
• 保護されたリソースグループ
• 保護されていないリソーステーブル
• トラフィックポリシー ： 転送/ドロップ/NAT、 レイヤ4アプリケーションポート
• アイデンティティ（ID)属性を用いたポリシーアクションロギング
• 適応Nulling/動的なブラックリスト登録
• 1GbEデスクトップおよび1GbE/10GbE/100Gネットワークアプライアンス
• AWS、IBM z Systems、及びVMware仮想アプライアンス
• IBM z Systems z/VMおよびLPARアプライアンス
• SIEM統合用のSyslogメッセージ
• VLANサポート
• 信頼レベルポリシー

BlackRidge Technology社について

• コマンドライン、及びコンソールアクセス
• Webベースのグラフィカルユーザインターフェース
• エンタープライズ管理システム
• 統合データベース
• PKIアイデンティティ(ID)サポート
• REST API
• 割当て可能なロール権限
• 認証されたSyslogインターフェース
• リモートユーザ認証
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BlackRidge TACゲートウェイの主な機能

ゲートウェイの管理

ゲートウェイの動作モード

主な顧客やビジネスパートナー

NREL( National Renewable Energy Laboratory、国立再生可能エネルギー研究所 )は米エネルギー省（DOE)に属する再生可能エネルギー
とエネルギー効率に関する研究開発を行う基礎研究所（ウィキぺディア）。

BlackRidge Technologyは、サイバー攻撃を阻止し、未認証アクセスをブロックする、次世代のサイバー防衛ソリューションを提供します。
既に特許を有するFirst Packet Authentication™技術は、アメリカ合衆国国防総省がサーバをクローキング・保護し、ネットワークをセグメント化するために
開発されました。BlackRidgeTTAC（トランスポートアクセス制御）は、ユーザ及びデバイスのアイデンティティ（ID）を認証し、ネットワークセッションの最初の
パケットに対してセキュリティポリシーを実施することで、サーバおよびクラウドの分離・クローキングを行い、ネットワークをセグメント化し、アイデンティティ（
ID)属性を提供する、新しいレベルのリアルタイムサイバー防衛を提供します。この新しいレベルのリアルタイム保護は、無許可の未確認トラフィックをブロッ
クまたはリダイレクトして攻撃や無許可のアクセスを阻止し、ネットワークの切り分けおよびセグメント化を行い、アイデンティティ(ID)属性を提供します。
BlackRidgeは、特許を取得した軍仕様のネットワークセキュリティ技術を商品化するために、2010年に設立されました。
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（アイデンティティ（ID)によるネットワーク及びサイバー防衛！）

機能

・ コンプライアンス監査官/監視官向けの制御の証明( Proof of Control ) → IT部門が例外を処理することを可能にする。

ソリューションデータシート

日本ｺｰﾈｯﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社

インサイダーおよびサードパーティからの保護

（BlackRidgeトランスポートアクセス制御(Transport Access Control)は、ユーザおよびデバイスのアイデンティティを認証し、ネットワークセッションの最初のパ
ケットに対してポリシーを適用します。この新しいレベルのリアルタイム保護は、無許可の未確認トラフィックをブロックまたはリダイレクトして既知および未知の
サイバー攻撃を阻止し、インサイダー脅威及びサードパーティ脅威から保護し、アイデンティティ（ID)属性を提供します。）

・ ネットワークアクセスポイントにあるまたはユーザシステム上のBlackRidge仮想アプライアンスや物理アプライアンスは、アイデンティティ
(ID)をTCP/IPセッションに挿入し、ダウンストリーム側のBlackRidgeアプライアンスは、そのアイデンティティを認証し、保護されたサーバリ
ソースへのアクセスを許可または拒否します。

・ インサイダーならびにサードパーティベンダーやパートナーの既存のアイデンティティ（ID)を使用して、ネットワーク接続の前にできるだけ
早くサーバへのアクセスを認証する。

・ コンプライアンスおよびフォレンジック用の属性情報を有する最小権限モデルを実装することによって、ネットワークに対するサードパー
ティベンダーおよびパートナーによるリスクを制限する。

インサイダーおよびサードパーティベンダーのサーバへのアクセスおよびサーバの可視性を制御、無許可のアクセスを阻止し、ユーザの属
性を提供してインサイダー脅威を検出します。監査及びコンプライアンスの制御やそれらの報告について説明します。

・ フォレンジック解析用のセキュリティイベント管理システムまたは解析システムのための、アイデンティティ（ID)の属性を用いた全ての確認
された無許可の接続試行のリアルタイムログ。

ソリューションの概要

・ データへの無許可のアクセスを防止し、内部システムまたはパートナーのネットワークやシステムに侵害が広がるのを食い止める。

・ ユーザまたはデバイスのアイデンティティ（ID)属性を用いて、セキュリティイベント管理システム及び解析システムから無許可のアクセス試
行に関するアラートを生成する。

主な顧客やビジネスパートナー

メリット

ソリューションのワークフロー

・ BlackRidgeは、ユーザがログインするときに企業のアイデンティティ（ID)管理システムからアイデンティティ(ID)を動的に学習するように構
成されています。

・ サードパーティベンダーのアクセスポリシーは、BlackRidgeにおいて、そのベンダーの特定のサーバのみへのアクセスを可能にするよう
に構成されます。

アイデンティティ(ID) によるマイクロセグメンテーション

Data

Center

保護されたリソース

VLAN and Subnets

保護されていな
いリソース

支店又は社内の保護された端末
Corporate 

Network

通信ポリシー

BlackRidge Technologyは、サイバー攻撃を阻止し、インサイダー脅威から保護する、アイデンティティ（ID)ベースのネットワーク及びサイバーセ
キュリティ防御を提供します。特許を有するFirst Packet Authentication™技術は、軍がサーバをクローキング（隠す）・保護し、ネットワークをセ
グメント化するために開発されました。
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サードパーティのユーザJohnsonが、ローカルシステムにログインし、無許可の保護されたサーバである HR (192.168.7.76) 上のアプリケー
ションにアクセスしようと試みます。

3) Syslogを送信する → 無許可のアクションのユーザ属性がSIEMまたは解析システムに送信されます。

5) 措置を講じる → セキュリティ/IT部門は、ユーザアイデンティティ(ID)属性情報を伴うアラートに従って対処することで、アイデンティティ
管理システム(IDMS)や、直接BlackRidgeシステムにて、悪徳ユーザの許可を無効化または低減することができます。IDMSのユーザ権限の
変更や、ポリシー更新または動的なアイデンティティの削除を含め、その変更に対応する措置がBlackRidgeにおいて取られます。

1) アイデンティティを挿入する → ユーザアイデンティティは、HRサーバへのTCP接続試行にトランスペアレントに挿入されます。

2) ポリシーを適用する → ユーザ接続試行がネットワークで受信され、ユーザアイデンティティが認証され、接続セットアップ試行が応答な
しでブロックされます。

BlackRidge Technologyについて

無許可のサーバアクセスのワークフロー （例）

4) アラートを生成する → SIEMまたは解析システムは、アラートを生成し、コンプライアンスやフォレンジック解析用にイベントを記録します。

BlackRidge Technologyは、特許を取得した軍仕様のアイデンティティベースのネットワークセキュリティ技術を商品化するために、2010年に設立されました。
詳細については、www.blackridge.usをご覧ください。

(TEL) 03-5817-3655 (代)
www.nihon-cornet.co.jp

日本ｺｰﾈｯﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社

2) ポリシーを適用する → ユーザ接続試行がネットワークで受信され、ユーザアイデンティティが認証され、接続セットアップ試行が
Accountingサーバに転送されます。

3) Syslogを送信する → 許可されたアクションのユーザ属性がSIEMや解析システムに送信されます。

1) アイデンティティを挿入する → ユーザアイデンティティは、Accountingサーバ へのTCP接続試行にトランスペアレントに挿入されます。

サードパーティのユーザJohnsonが、ローカルシステムにログインし、許可且つ保護されたサーバである Accounting (192.168.7.75) 上のデ
ータまたはアプリケーションにアクセスしようと試みます。

許可されたサーバアクセスのワークフロー（例）

4) アラートは生成されず、コンプライアンス及びフォレンジック解析用にイベントが記録されます。

BlackRidgeは、インサイダーやサードパーティベンダーのサーバへのアクセス及びサーバの可視性を制御するためのアイデンティティ（ID)ベースのソ
リューションを提供します。リアルタイムのユーザ属性情報が提供されることで、ユーザまたはデバイスのアイデンティティ(ID)属性を用いて、セキュリ
ティイベント管理システム及び解析システムから無許可のアクセス試行に関するアラートを生成することが可能になります。これにより、不正アクセスさ
れたアイデンティティにフラグを立てることができ、監査およびコンプライアンスの制御および報告をサポートします。

ソリューションのまとめ

アイデンティティ（ID)ベースのネットワーク保護は、アクセスポリシーを記述・監視し、例外を処理し、誰が何をしているかを含めた制御の証明を監査官
/監視官に提出するための実用的な方法を提供します。単にネットワークレイヤにおけるアクセス例外を監視し、報告/修正目的で属性情報をポリシー
チーム/プロシージャチームに提供するのみで、完全なトランスペアレンシーが保たれます。

Johnson
（サードパーティ

のユーザ）
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