概要V1

インターネットのセキュリティ問題はインターネットそのものと同じぐらい古いです。とはいえ、頼り
になれるソリュウションは存在します：エルゴン社のエアロック スイート (Airlock Suite) です。スイ
スにある高度なエンジニアリングの専門知識をベースにして、長年にわたっての経験と優れたコ
ンゼプトを活躍して作られた Airlock Suite はウェブ アプリケーション セキュリティのための条件
要求から、それよりもっと複雑な挑戦的な条件要求までを満たします。
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インターネット・バンキング、Eコマース、モバ
イル通信： Airlock ウェブ・アプリケーショ
ン・ファイアウォールはアプリケーションを
高い信頼度で護ります。多様で強力なオ
プションに支えられた系統的な制御とフィ
ルタリング機構を提供しています。

Airlock Login は、 Airlock WAF と組合わ
せることにより、高信頼のユーザー認証と
許可を提供します。それにとどまらず、
Airlock Login は最高度のセキュリティ保
護と同時に高いユーザビリティーとコスト
効率を提供します。

Airlock IAM は、エンタープライズ向け機
能を含んだ集中認証プラットフォームです。
この製品は、お客様、パートナー、そして従
業員が、ただ一度ログインするだけで、デ
ーターやアプリケーションへの安全なアク
セスが可能になります。また、ユーザー管
理を自動化します。

金融向けレベルのセキュリティ
Airlock は現在、スイスで実証されたイン
ターネット バンキングのためのセキュリテ
ィ標準だとは言い過ぎではありません。私
達のグローバルな金融業界で長年の経
験が最高のオンラインセキュリティ、つまり
高信頼性、高効率、そして最適化されたプ
ロセスをお届けします。

コスト削減
インテリジェントなソフトウェア・アーキテク
チャー、集中認証機能、そして最先端のユ
ーザー向けセルフサービス機能：これらは
Airlockソリューションをコスト面でずば抜
けて魅力的にしているもので、恒久的に
経費を削減するものです。

ソリューションが一つのパッケージに統合
個々の機能群が完全に調和しあって一
つのパッケージにまとまっている･･･そ
れがAirlockです。要求がいかに多様で
も、Airlock Suiteは一つにまとまった姿で
柔軟かつ拡張性に優れ、考え抜かれたソ
リューションを提供することを保障します。

柔軟性
Airlock Suite は貴社の要求に柔軟に対
応します。Airlockは既存環境、新しいチャ
レンジ、個別要件に順応出来ます。その結
果として、投資は完璧に保護され、カスタ
マイズされたソリューションによる恩恵が
得られます。

ユーザー セルフサービス
パスワード忘れ、失効ログイン、新規ユー
ザーなど、顧客サポートは決まりきった
仕事で忙殺されます。ユーザー向けセル
フサービスはこの問題を解決するよう念
入りに設計されています。このアプローチ
により、Airlockは顧客と従業員の満足度
を向上させながらもコスト削減を可能に
します。

スイス製
Airlockは最高の品質をお届けします。エ
ルゴン社のセキュリティアプリケーションは
スイス国内でのみ開発されおり、最高の
信頼性、正確性、完全性を保障します。

Ergon社: 優れた人材が生み出す優れたソフトウェア

For more information: www.airlock.com

エルゴン情報技術株式会社 (ドイツ語で Ergon Informatik AG)
は1984年に創業、現在従業員230人以上を擁するスイスの IT
最先端企業です。社員の 80% はソフトウェア専門開発者で、
その多くが世界大学ランキング・トップ 10 に入るスイス連邦工
科大学チューリヒ校 (ETH-Zurich) 出身の ITエンジニアです。エ
ルゴン社は、その優れた人事政策によりいくつもの賞を受賞し
ています。エルゴン社は多様性に満ちた会社で、そのサービス

を幅広く社会に提供しています。特に金融サービス業界、Eコマ
ース業界、電気通信業界、そしてセキュリティ業界には格別な
専門能力を提供しています。1997年に、エルゴン社はスイス
金融業界で初めてのインターネットバンキングを開発しました。
エルゴン社のセキュリティ製品として Airlock Suite は2002年
に販売を開始し、現在善盛会の250以上のお客様にご利用頂
いています。
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WAF

Airlock ウェブ・アプリケーション・ファイアウォール (WAF) はウェブ・アプリケーション保護のための優れ
たセキュリティ機能を提供します。目的が法規コンプライアンスであれ、アプリケーションのセキュリティ
であれ、またはEコマースサイトの保護であれ、Airlock WAF はそれらインターネット・アプリケーションの
セキュリティを大幅に高めます。それは、考え抜かれた多くの機能による恒久的なソリューションとなりま
す。WAFコアー基準に各モジュールを追加しながら様々な機能拡張はできます。
Airlock WAF はインターネット・アプリケーションのセキュリティおよ
び可用性を保護しながら、ビジネスがインターネットの潜在能力を
引出せるようにします。個々のアクセスは全てのレイヤーでシステ
マティックに監視されます。 Airlock Login 及び IAM との連動によ
り、Airlock WAFは上流ユーザーへの認証と許可も求めます。

これにより、統一的な集中シングルサインオンの基盤構築を可能
にします。監視と報告の機能によりあらゆる情報収集が可能にな
ります。Airlock WAFは、複雑なウェブ環境において利用可能な数
少ない類似製品の中でも、最高度の徹底した保護を提供してい
るソリューションです。

リバース・プロキシとウェブ・アプリケーション・ファイアウォール
Airlock WAF はセキュア・リバース・プロキシおよびウェブ･アプリ
ケーション・ファイアウォールの働きによる独特な保護機構を提
供しています。すべてのアクセスはシステマティックに制御されフ
ィルターリングされます。

可用性とパフォーマンスの改善
ウェブアプリケーションとウェブサービスは許可されたユーザーと
適正なデーターだけを取り扱うこととなり、またロードバランシン
グとフェイルオーバー機能により高可用性(HA)が保障されます。
SIEMインテグレーション
Splunk®Enterprise のための専用運用コンポーネントはセキュ
リティ問題やアプリケーション利用状況についての総合的な報告
を作成します。ネットワーク管理者は、重大なセキュリティ事象を
調査するための様々なデーターを利用できるようになり、アプリケ
ーション自体の問題や性能問題などが迅速に解決できるように
なります。

集中アクセスポイントによる制御
Airlock WAF は、ユーザー認証されたアプリケーションとの匿名
での交信を避けることにより、ウェブアクセスを集中制御しま
す。Airlockはすべてのレイヤーにおいてコストと依存性を低下さ
せます。
バーチャル・パッチで速やかに対策
修正は後回しでも、今すぐの保護を確実にできる･･･仮想パッチ
を一言で言えばこうなります。Airlock WAF のリーバス・プロキ
シ技術はサーバーとサービスの仮想化を容易にします。パッチ
の仮想インポートも可能です。利点は、セキュリティ脆弱性の問
題解決において、1箇所を修正をするだけですべてのアプリケ
ーションにすぐに適用できることです。

運用はよりシンプルに
Airlock はLinux ベースのソフトウェア・アプライアンスで、特別に
強化されたオペレーティングシステムが一緒になっています。一
般的なハードウェ アプラットフォーム、仮想化マシン、そしてクラウ
ド上でも使用できます。Airlockは素早くかつ容易なインストール
とコスト効率が良い運用を可能にします。
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