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はじめに
このデジタル時代において、アプリケーションと
APIは企業にとって最も貴重な資産です。また、そ
れらは最も脆弱な資産でもあります。モダンなア 
プリケーションアーキテクチャが進化し、アプリケー 
ションの開発と配信が高速化するにつれて、ア 
プリケーションアーキテクチャはますます複雑に
なっています。そして、このような複雑さが原因で
セキュリティ体制が断片化され、その結果、アプリ
ケーションやAPIが危険にさらされることがよくあ
ります。

サイバー攻撃の増加に伴い、現代的なアプリケー
ションアーキテクチャを代表するマイクロサービス
ベースのアプリケーションや、マルチクラウド環境
を採用している企業や組織は、セキュリティに対す
るアプローチを再考するよう迫られています。脅 
威はますます巧妙化しており、攻撃者はアプリケー 
ションやAPIの脆弱性を悪用するために、スタック
を上方へと移動しています。SQLインジェクション
やクロスサイトスクリプティングから、大規模な
DDoS攻撃や悪意あるボットに至るまで、お使いの
アプリケーションとAPIは多くの脅威に対して脆弱
な状態です。
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最も包括的なセキュリティ戦略は、アプ 
リケーションやAPI、ネットワークを保護す
るために多層的なアプローチを採用する 
ことです。お客様が選択するアプリケー 
ションセキュリティソリューションは、既 
知および未知の脅威からの保護を常時提
供する必要があります。これらの脅威には、
インフラストラクチャに過負荷をかけるも
の、アプリケーションをダウンさせるもの、
それらを不正な目的で利用するものが含ま
れます。また、同ソリューションは、アプリ
ケーション固有のニーズに合わせてカスタ
マイズできること、そしてお使いの導入モデ
ルに合わせて適応できることが必要です。

この文書では、Citrix Web App and API 
Pro tectionTMが、マルチクラウド環境におけ
るモノリシックベースおよびマイクロサー
ビスベースのアプリケーションとAPIに関し
て、いかに包括的なセキュリティを提供す
るかについてご紹介します。

4シトリックス | マルチクラウド環境全体でアプリケーションとAPIを保護する方法 



“64%の組織が、自社の 
セキュリティ体制に関して 
不安を抱いています。”

Cybersecurity Insiders 2020 State of  
Enterprise Security Posture Report
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アプリケーションとAPIをセキュアに
維持するクラウドベースのサービス
Citrix Web App and API Protectionはクラウドベー 
スのSaaSセキュリティソリューションであり、マ 
ルチクラウド環境におけるモノリシックベースお
よびマイクロサービスベースのアプリケーションと
APIに関して包括的なセキュリティを提供します。
これにより、企業や組織は、インフラストラクチャ
や運用を複雑化することなく、オンプレミスとパブ
リッククラウドの両方でアプリケーションを迅速
に保護できるようになります。

シトリックスは、Webアプリケーションファイアウォー 
ル、ボット管理、常時オンのVolumetric DDoS攻撃
対策を統合することで、マルチクラウド環境全体
におけるアプリケーションとAPIを保護すると同時
に、あらゆる場所のアプリケーションに対してガバ
ナンスとコンプライアンスを実施できるよう、お客
様を支援します。

また、クラウドベースのサービスでは、運用上のオー 
バーヘッドもなければ、セキュリティアップデー 
トを管理する必要もありません。これにより、企業
や組織は常に最新の保護を確保できます。
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フル機能を備えた 
Webアプリケーション 
ファイアウォール（WAF）
Citrix Web App and API Protec tion 
サービスには、ゼロトラストモデ
ルが含まれているため、企業や
組織は、よりアプリケーションに
固有のセキュリティを定義する
ことで既知の攻撃やゼロデイ攻
撃からの保護が行えます。これ
には、SQLインジェクションやク
ロスサイトスクリプティング攻
撃のような、OWASPトップ10の
最重要セキュリティリスクが含
まれます。

包括的で実績ある多層的な保護

Citrix Web App and API Protectionは使いやすいクラウドベースのサービスであり、 
既知およびゼロデイのアプリケーション攻撃に対して、包括的で実績ある多層的な保護を提供します。

Volumetric DDoS対策サービス
シトリックスのDDoS攻撃対策ソリューションは、12Tbpsの容量を持
つ世界最大のスクラビングネットワークの1つを備えており、大規模
なDDoS攻撃からアプリケーションを確実に保護します。同ソリュー
ションは常時オンになっているため、お使いのオリジンサーバーの継
続的な保護を実現できるほか、中断することなくオンラインプレゼン
スを維持できます。

また、Citrix Web App and API Protectionサービスは、新しい導入環
境における包括的な多層型保護と一貫したセキュリティ体制に対す
る要求を満たすと同時に、Citrix Application Delivery ControllerTMを
すでに導入済みで、Citrix Web App Firewallをオンプレミスで導入し
たり管理することなく同テクノロジーを利用したいと考えている企業
にも役立ちます。
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スケーラブルで導入しやすい保護

Citrix Web App and API Protectionは、お客様のビジネスのやり方に合わせた機能とメリットを 
提供することで、複雑なセキュリティ環境をより扱いやすくかつシンプルなものにします。

*今後のアドオンとして予定

導入、変更、スケーリングが 
数分で可能
ルールとポリシーを設定し、ア
プリケーションセキュリティ要
件の変化に応じてそれらを調整
します。また、シンプルなライセ
ンスアップグレードにより数分で
容量を増やすことができます。イ
ンフラストラクチャの見直しは
不要です。

直感的なダッシュボード
ポイントアンドクリック式のダッ
シュボードにより、セキュリティ
構成エラーを減らし、環境全体
における可視性とガバナンスを 
より簡単に実現できます。単一の 
画面を通じて、あらゆる場所の、
あらゆるアプリケーションに関
して、マルチクラウド型のコンプ
ライアンスを維持できます。

クラウド経由の自動更新
アップデートやパッチを手動で
適用する必要はありません。 
Citrix Web App and API Pro tection 
はクラウドベースの製品である
ため、企業や組織は、常に最新
の一般提供されている保護機能
を利用できます。

ボット管理*

Citrix Web App and API Pro tec tion 
サービスを使うと、企業や組織
は、IPアドレスからなるシンプル
な許可/拒否リストを迅速に設
定することで、ボットトラフィッ
クから自身を守ることができま
す。より高度なボットを検出する
ために、このサービスは、静的シ
グネチャベースの防御、デバイス
のフィンガープリント、および行
動分析を使用したリアルタイム
の脅威軽減を提供します。また、
サイトへのボットトラフィックの
ブロック、リダイレクト、チャレ
ンジング、レート制限を行うこと
で、さまざまなタイプの自動化さ
れた脅威からお使いのサイトを
保護できます。
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シンプルで予測可能な 
サブスクリプションモデル
スペースをすべて半角にする。お客様はサ
ービスを自社向けにカスタマイズできるほ
か、25Mbps～2Gbps以上までの必要な容
量に応じた料金を支払うだけです。この予
測可能なサブスクリプション課金モデルに
より、企業や組織は、将来のセキュリティ
需要を満たしつつ、コストの正確な計画、
監視、管理が行えるようになります。
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Citrix Web App and API Protectionサービスを 
通じて、あらゆるクラウド内にあるすべての 
アプリケーションを保護

サイバー攻撃の増加に伴い、アプリケーションとAPI
の保護がかつてないほど重要になっています。マル
チクラウド全体における包括的な保護を提供する
ものが適切なソリューションといえるでしょう。しか
もそれは、導入が簡単で、かつ迅速なスケーリング
が行えるものでなければなりません。

スペースをすべて半角にする、導入が簡単で、1単一
画面を通じてマルチクラウド環境全体における設
定が簡単に行えます。ボットの軽減とVolumetric 
DDoS攻撃対策を、実績あるCitrix Web App 
Firewallソリューションと組み合わせることによっ
て、包括的なセキュリティアプローチが可能となり、
あらゆる場所であらゆるアプリケーションを保護す
ることができます。

Citrix Web App and API Protectionの詳細について
は、下記のサイトをご覧ください。
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