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WEBサイトの「多層防御」と「高速化」を
一石二鳥で実現する“賢い”やり方

「企業にとってWebサイトは、利益を上げるた
めの存在です」

 世界最大規模のコンテンツデリバリーネットワ
ーク（CDN）事業者であるライムライト・ネット
ワークス――。その日本法人でソリューション
エンジニアを務める加藤久雄氏が指摘する通
り、Webサイトは現代の企業にとって最重要の
ビジネス基盤の1つだ。

そこで急成長しているのが、Webコンテンツの
高速配信を実現できるCDNのマーケットで
ある。

Webページの読み込みが1秒遅れるだけでも、
ユーザーの体感品質は低下し、購入や会員登録
などのコンバージョンは減少する。つまり、利益
が減少する。

そのためCDNを活用して、より高速かつ安定的
なWeb配信を行う企業が増加しているわけだ
が、最近Webページの読み込みが遅れるどころ
か、Webサイト自体がサービス停止に追い込ま
れる事態が頻発している。DDoS攻撃の脅威が
一段と増しているからだ。

さらに、Webサイトが脆弱性攻撃などに遭い、
顧客の個人情報が流出したり、サイト訪問者に
ウィルスを感染させる「水飲み場攻撃」に悪用
されるケースも続発している。こうなると、もは
や、その企業は「被害者」であるにとどまらな
い。「加害者」として、損害を被ることになる。

だから、加藤氏は言う。「Webサイトにおいて
は、エンドユーザーの利便性とセキュリティを両
立させることが非常に重要です」

では、その具体
策とは何か。

ライムライト・
ネットワークス
のCDNなら、
高速・安定した
Web配信と同時
に、Webサイト
の多層防御もク
ラウドベースで
実現可能だ。

本稿では、Webサイトにおける多層防御の重要
性とその課題、そしてライムライト・ネットワー
クスのセキュリティソリューションについて解説
する。 

Webサイトに必須の「多層防御」に
課題が発生
複数のセキュリティ対策を組み合わせ、1つの層
が破られても、別の層で攻撃をブロックする「多
層防御」――。堅牢なセキュリティ対策に必要
不可欠として、すでに多くの企業に取り入れられ
ているアプローチだ。

 「仮に3つの層で多層防御しているとします。そ
れぞれの層がサイバー攻撃を通過させてしまう
確率が10％でも、3層あれば、最終的に防御を
突破される確率は10％の3乗ですから0.1％。1つ
の層で同じ突破率を実現するより、ずっと簡単
です」と加藤氏は多層防御について説明する。

ところが、社内システムについては導入済みで
も、公開Webサイトに関しては多層防御を未導
入の企業が少なくないようだ。

 「昨年、ある有名企業で、Webサイトへの不正
アクセスによる個人情報漏えい事故が発生しま
した。その調査報告書には、別のセキュリティ対
策が有効に機能していれば、避けられた事故だ
ったと書かれています。つまり、多層防御してい
れば、防げたということです」

Webサイトにおいては、図表1のようなサイバー
攻撃と対策のバリエーションがある。

では、なぜWebサイトの
多層防御に踏み切れない
企業がいるのか。加藤氏
によると、企業のIT環境の
クラウド化が進展するな
か、2つの課題が生じてい
るという。

1つめは、「クラウド環境
での多層防御は困難」と
いう課題である。

AWSやAzureなど、パブリ
ッククラウドを活用して
Webサイトを構築してい

る企業は今やかなり多いだろう。こうしたクラウ
ド環境の場合、従来のオンプレミス環境とは異
なり、物理アプライアンスは設置できない。クラ
ウド環境上に仮想アプライアンスを立ち上げ、
多層防御を行うことになるが、「1層程度の仮
想アプライアンスなら容易に立ち上げられます
が、複数層を重ねようとすると、大変困難になっ
てきます」と加藤氏は話す。

この課題の解決策としては、クラウドサービス
の活用がある。クラウドサービスとして提供さ
れているDDoS攻撃対策やWAF（Webアプリケ
ーションファイアウォール）を利用すれば、自社
のクラウド環境上に複数の仮想アプライアンス
を立てなくても、多層防御が可能になる。

ただ、これにも問題があるという。複数のクラウ
ドサービスを活用すると、エンドユーザーは複
数のクラウドサービス事業者のデータセンター
を経由してWebサイトを閲覧することになる。
すなわち、Webコンテンツを高速に配信できな
くなる。これが2つめの課題だ。

段階的に「多層防御」を実現可能
これら2つの課題を解決しているのがライム
ライト・ネットワークスの「Limelight Cloud 
Security Service」だ。「クラウドベースの多層防
御ソリューションをワンストップで提供していま
す」と加藤氏は言う。

クラウドサービスだから、自社で物理アプライ
アンスや仮想アプライアンスを設置する必要な
しに、Webサイトのセキュリティ対策を行うこ

ライムライト・ネットワークス
加藤久雄氏 図表1　Webサイトのセキュリティ対策（レイヤ別）

企業が利益を伸ばすうえで不可欠な存在であるWebサイト。その一方、サイバー攻撃の脅威が増大する
なか、Webサイトは企業にとって重大なリスク要因ともなっている。つまり、企業が取り組むべきは、Web
サイトの利便性とセキュリティの両方の向上――。この2つを同時にスマートに実現するための最適解に
ついて解説する。
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とが可能。また、ワンストップでWebサイトに必
要なセキュリティ対策をすべて提供しているか
ら、Webサイトのパフォーマンスも低下しない。
それどころか、CDNの機能により、従来より高速
な配信を実現することが可能だ。

さらに、自社のニーズに合わせて、段階的にセキ
ュリティ効果と網羅性を高めていくことができ
るのも大きな特長である。

Limelight Cloud Security Serviceは、複数のサ
ービスで構成されている。その詳細だが、まず
同社のCDN機能を利用するだけでも、多層防御
の“第一歩”を踏み出すことができる。

CDNは、「オリジン」のWebサーバーだけでは
なく、世界各地に分散設置したサーバーによっ
て、Webコンテンツの配信を最適化する仕組
みだ。

ライムライト・ネットワークスは、世界最大規模
のネットワークと、40カ所以上の主要都市にデ
ータセンターを有し、そのコンテンツ配信能力
は22Tbps以上。

このため、インフラレイヤを狙ったDDoS攻撃に
遭っても、びくともしない。CDNが攻撃を吸収
し、オリジンのWebサーバーを守ることが可能
だ。また、オリジンWebサーバーはCDNからの
通信のみを扱うためインフラレイヤを狙った脆
弱性攻撃を守ることも可能だ。

 「Web配信の高速化のためCDNを導入するだ
けで、セキュリティレベルを向上させられます」
と加藤氏は話す。

CDNを回避し、オリジンのIPアドレスを直接狙っ
た攻撃についても標準でブロックできる。「我々

は、CDNのエッジのIPアドレス（Edge IP）を無償
で公開しており、ファイアウォールのアクセスコ
ントロール設定で、Edge IPからのアクセスだけ
を許可すればいいからです」 

DDoS攻撃の検知・アラート機能を 
無償提供中
CDN導入の次のステップとして、加藤氏が

推奨するのは「Limelight 
Security Alert」の活用だ。こ
れは、DDoS攻撃の検知とアラ
ート送信の機能を提供するサ
ービスである。

CDNだけでもインフラレイヤ
を狙ったDDoS攻撃は防ぐこと
ができる。しかし、CDNが自動
で攻撃を吸収してしまうため、
一体どんな攻撃が来ているの
かは分からない。これは、非

常に危険な状態である。

しかし、Security Alertを導入すると、インフラレ
イヤ以外のDDoS攻撃も含めて、攻撃を可視化
できるようになる。2017年5月現在、ライムライ
ト・ネットワークスは同社のCDNユーザーに対し
てプロモーションとして無償提供している。

自社のWebサイトが遭っているDDoS攻撃の実
態を可視化してみると、多くの企業がWebサイ
トのセキュリティリスクの高さを実感するにちが
いない。あなたの企業もその1社だったら、3番
目以降のステップに進もう。

まず検討すべきは、アプリレイヤを狙ったDDoS
攻撃と脆弱性攻撃を防ぐためのWAFの導入だ。
ライムライト・ネットワークスは「Limelight WAF 
Express」と「Limelight WAF Complete」の2種
類のWAFをクラウドサービスで提供している。

WAF Expressは、エントリーレベルのWAFサー
ビスだ。手頃な費用で、アプリレイヤの対策が
効果的に行える。

パスワードの総当たり攻撃など、正規のロジ
ックを活用したいわゆるレイヤ8攻撃について
は、WAF Completeの出番である。WAF Express
の導入後、WAF Completeにアップグレードする

ことも可能だ。

「クラウド型WAFはドメイン単位の課金体系が
多いのですが、WAF Completeはトラフィック
単位の課金。そのため、数多くのサイトを持っ
ている大企業では、特に高い価格競争力があ
ります」

テラクラスのDDoS攻撃にも対抗可能
これでWebサイトを多層防御するためのピース
はほぼ揃った。あと残るのは、非常に大規模な
DDoS攻撃への対策だけだ。

① のEdge IP＋CDNだけでも、数十ギガク
ラスのDDoS攻撃に対処できるが、さらに
「Limelight DDoS Attack Interceptor（DAI）」
を導入すれば、テラクラスのDDoS攻撃にも対抗
可能になる。

 「DAIは、DDoS攻撃が発生した際、専用のス
クラビングセンターにトラフィックを迂回さ
せ、DDoS攻撃はクレンジングして正規の通信だ
けをオリジンに戻すサービスです。スクラビング
センターは日本にもあります」 

このように段階的に多層防御を充実させ、セキ
ュリティ効果と網羅性を高めていけるライムラ
イト・ネットワークスのCloud Security Service。
今からWebサイトの多層防御に取り組む企業に
は、ベストの選択肢となるはずだ。 

図表2　段階的にステップアップできるLimelight Cloud Security Service

出展: BusinessNetwork.jp 2017年

図表3　必要性に応じてセキュリティ効果と 
網羅性を徐々に高めていくことが可能


