株式会社セプテーニ・ホールディングス 様

導入事例
UTMアプライアンス

Fortinet FortiGate シリーズ
10GbE（ギガビットイーサネット）
に対応し、
さまざまなセキュリティ機能を
1台に集約したUTMとして導入
国内トップクラスのインターネット広告事業のほか、
マンガ家の育成およびマンガ配信サービスを運営する
グループ会社などを傘下に収めるセプテーニ・ホールディングス。
動画をはじめとするリッチコンテンツのニーズの高まりから、
社内ネットワークインフラを10GbEに増強。
併せて、UTMアプライアンスとして
「FortiGate-1000D」
を採用しました。

10GbE に対応できるようにセキュリティ機器を
増強したい

課題
コストを抑えつつ、
サイバー攻撃など増え続ける
脅威に対してセキュリティを強化したい

従来からの課題

10GbEのネットワークインフラに
耐えうる、
セキュリティ機器の
導入が急務
インターネット広告事業やマンガコンテンツ事業
のほか、
さまざまな新規事業開発にも積極的に取り
組んでいるセプテーニ・ホールディングス。
ビジネス
拡大に伴う社内ネットワークインフラのリソース不足
が、
今回の
「FortiGate-1000D」
導入の背景でした。
「我々が取り扱っている広告、
マンガなどのサービ
スにとって、高画質動画などのリッチコンテンツはま

最適なサイジングによる
「FortiGate-1000D」の導入で、10GbEの
ネットワークを逼迫せず、安定稼働を実現

キュリティ機器も10GbEへの対応が必要になりま
した。
アンチウイルスや侵入検知防御（IPS）、Web

Interview

フィルタリングなど、
さまざまなセキュリティ機能を
1台に搭載し、
コストパフォーマンスに優れているこ
とが導入のポイントでした」

株式会社
セプテーニ・ホールディングス
情報システム部
ネットワーク課
課長 田島 善夫 氏

導入の経緯

コストパフォーマンスの高さや、
さまざまなセキュリティ機能が
使いやすくパッケージされた
UTM の優位性を評価

すます重要性が高まっています。
こうしたコンテンツ

同社がUTMとして
「FortiGate」
を導入するのは

はファイルサイズも大きく、
トラフィックに対する負

今回が初めてではなく、2014年に「FortiGate

荷が大きいため、
社内ネットワークインフラの増強を

-800C」
「FortiGate-200D」
「FortiGate-90D」、
そ

ここ数年検討していました」

して各機器のログを集中管理する
「FortiAnalyzer」

そこで、
同社は、社内LANを1GbEから10GbEに

効果

さまざまなセキュリティ機能をオールインワンで
利用でき、
コストパフォーマンスに優れるUTM
を導入。
運用負荷の軽減と多層防御を実現

を導入していました。

適材適所で多層的に組み合わせることが大事です。
今後、他のセキュリティ機能が必要になり、機能拡
張を見据えたときの選択肢の広さという点も、
UTM
である
『FortiGate』
の優位性として挙げられます。
そして、今回の機器選定は、2016年5月頃より本
格的に行われました。
「『FortiGate』
の使いやすさやノウハウなど、2年
間でさまざまな知見が得られていたので、
ネットワー

増強。
また、
スマートフォンをはじめとするモバイル

「2年前に、
国内全拠点に
『FortiGate』
を導入しま

ク増強のタイミングに合わせ、
『FortiGate』
のライン

端末での通信に対応するため、無線LANのネット

した。
このときは、
『FortiGate』
を含む複数の競合製

ナップの中で、
性能とコストのバランスが最適な機器

ワーク整備にも力を入れてきました。
同時に、
モバイ

品が検討の俎上にのぼりましたが、
最終的に決め手

の提案を日立ソリューションズにお願いしました」

ルやクラウドの利用が進むにつれて増え続ける脅威

となったのは、
多岐にわたるセキュリティ機能をオー

今後のトラフィック増加も踏まえて綿密にサイジ

に対するセキュリティの強化として、多層防御の重

ルインワンパッケージでカバーできる点と、
コストパ

ングを行い、
ネットワーク構成に影響を与えずに導

要性がますます高まっていました。

フォーマンスに優れている点でした」

入可能で、
コストパフォーマンスに優れる
「FortiGate

「こうしたネットワークインフラの増強に伴い、
セ

セキュリティは、一つだけでなくさまざまな機能を

-1000D」
を提案しました。
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導入事例

導入時の取り組み

導入の効果

FortiGateの一次代理店として
蓄積されたノウハウを生かし、
短期間で構築

今後の展望

ネットワークに負荷をかけず
安定稼働を実現、
一元管理により運用負荷を軽減

メーカーであるFortinet社と
連携して、
日立ソリューションズには
今後も密接なサポートを期待
「今後は、
セキュリティ強化を考えています。
また、

「FortiGate-1000D」
の導入に際しては、
日立ソ

「社内ネットワークを1GbE から10GbE に切り替

リューションズが一次代理店として、
ハードウェアの

え、
以前よりもさらに膨大な通信リクエストが発生し

海外拠点でのネットワーク無線化や、機器の移設な

設置やドキュメント設計など、
密に連携しました。

ている状況ですが、
ネットワーク遅延等の支障は発

ども検討しています。
そうした中で、我々のスピード

「2014年の導入の際にも、
日立ソリューションズ

生しておらず、
快適に利用することができています」

感に合致した提案や機器の導入、再設定等の作業

のエンジニアには、北海道から宮崎まで、約10拠点

機器の優位性に加え、
日立ソリューションズが時

等、
日立ソリューションズには今後も密接なサポー

の現地導入をオンサイトでサポートしていただきま

間をかけて取り組んだサイジングが功を奏し、安定

した。
そこで今回も、
日立ソリューションズに作業を

稼働につながっています。

お願いし、設定内容のヒアリングから、設計、構築作
業まで担当していただきました」
関係者間の密な連携や、豊富な実績の中で蓄積

トを期待しています」
日立ソリューションズは、
「FortiGate」
の一次代

また、
導入後の運用についても
「これまで利用して

理店として、
メーカーであるFortinet社との橋渡しを

いた
『FortiGate-800C』
と、
スペックは異なるもの

する役割を果たしており、安定的なセキュリティシス

の、使い勝手は変わらず運用できている」
とのこと。

テムの運用に貢献しています。

されたノウハウを生かすことで、2016年7月に正式

「FortiAnalyzer」
が各機器のログを一元管理するこ

発注されてから、
わずか３ヶ月後に納品という短期

とで、運用負荷を軽減しつつ、効率的な統合管理を

間での導入が実現しました。

実現しています。

「日立ソリューションズのサポートは手厚く、安心
してお任せすることができました。
こうしたサポート
に加え、
『FortiGate』
の直感的に扱える管理画面な
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ど使い勝手の良さにより、
スムーズに導入することが
できました」

本社所在地

東京都新宿区西新宿8丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー30F

設

1990年（平成2年）10月

立

従業員数
事業内容

1,159 人
（グループ連結：2016年9月末現在）
グループ企業の株式等の保有を通じた
統括、管理等

https://www.septeni-holdings.co.jp

FW/UTM製品

FortiGate

FortiGateは、ネットワークセキュリティに求められるさまざまな機能を
1台に搭載したFW/UTM製品です。コストパフォーマンスに優れ、セキュリ
ティ機器市場シェアNo.1※を誇るFortiGateが、高性能で充実したセキュ
リティ機能で企業ネットワークを守ります。
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FortiGateなら
1台で解決！

※ IDCʼs Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker - 2016Q3（2016年7月-9月出荷台数）

※本事例の内容は取材時点（2016年12月）
の情報です。※Fortinet、FortiGateは Fortinet, Inc. の登録商標
です。※その他、本文中の会社名、商品名は各社の商標、
または登録商標です。※本文中および図中では、TMマ
ーク、 マークは表記しておりません。 ※製品の仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。 ※本製
品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の
上、必要な手続きをお取りください。
なお、
ご不明な場合は、
当社担当営業にお問い合わせください。 ※本文中の
情報は、事例作成時点のものです。
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