
製品概要

Vantage
OT / IoTネットワークの 
セキュリティと可視化をSaaSで実現
Nozomi Networks VantageTMは、SaaSのパワーとシンプルさを活用して、OT, IoT, ITネットワーク全
体に卓越したセキュリティと可視化を提供します。 

Vantageは、大規模で複雑な分散型ネットワークのデジタルトランスフォーメーションを加速化します。

OT, IoT, IT, エッジ、クラウドなど、あらゆる場所のすべての数の資産を守ります。 

拡張性に優れたSaaSプラットフォームにより、ネットワークが急速に変化してもすべてのセキュリティ
管理を1つのアプリケーションに統合できます。

Vantageは、サイバー脅威、リスク、異常を素早く検知して対応し、サイバー回復力を確保するために
必要となる詳細な検知を実現できます。

可視化
ネットワーク上のすべての
OTおよびIoT資産と 
その動作を把握し、 
卓越した可視化を実現

検知
より早いレスポンスのため
のサイバー脅威、脆弱性、 
リスク、異常の検知 

統合
すべての資産に対するセ
キュリティ、可視化、モニタ
リングを実現し、回復力を
向上

特定 評価 行動検知 拡張
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特定
資産発見とネットワークの可視化

最新の資産目録 

自動化された資産目録により、見えない部分をなく
し、認識度を高める

すべての通信デバイスを識別

名称、種類、ファームウェアのバージョンなどの広範
囲にわたるノード情報を提供

直感的なダッシュボード 

マクロ表示のほか、資産と接続に関する詳細
情報も作成

ネットワークの可視化によりリスクを
低減 

資産の動作、役割、プロトコル、データフローな
ど、OT/IoTネットワークに関する詳細な情報を
提供

OT, IoT資産を
自動的に追跡

お客様の
ネットワークを
速やかに把握

Vantageアセット(資産)ビューは、 
ネットワーク上のすべての資産の動作を

まとめて表示し、迅速な評価を実現

ネットワークビューには、ネットワーク上で 
通信しているすべての資産が表示され、 

リアルタイムに認識



3
データシート 

Vantage

継続的なモニタリング  

サポートされているすべてのプロトコルを継続的
にモニタリング: OT, IoT, IT 

モニタリングが限られている、またはプロトコル
のサポートが不十分であることに起因する保護上
の重大な盲点がない

OT/IoTリスクデータへ簡単にアクセス

 OTおよびIoTのリスク情報を要約し、異常なプ
ロセス値など、信頼性の問題を示す指標を強
調表示

詳細情報については、視覚的な指標の詳細表示
をサポート

ネットワークと
自動化システムを
継続的に
モニタリング

評価
脆弱性評価とリスクモニタリング

脆弱性評価の自動化  

セキュリティに関するアラート、不足している修正
プログラム、脆弱性などのリスク情報を提供

効率的な優先順位設定と復旧  

脆弱性ダッシュボード、詳細表示によるレスポ 
ンスの迅速化

脆弱性リスクを 
すみやかに把握

Vantageダッシュボードは、カスタマイズ可能な 
ネットワークおよびセキュリティステータスを表示
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脅威の検知を継続的に更新 

サイバーセキュリティとプロセスの信頼性の脅威
を特定

初期段階および後期段階の高度な脅威とサイバー
リスクの検知

サブスクリプション

Threat Intelligence

Nozomi Networks Labsが作成および管理す
る指標を使用して、最新の脅威の検知と脆弱性
の認識を保証

優れたOT/IoTの脅威検知  

振る舞いベースの異常検知とシグネチャーベース
の脅威検知を組み合わせて、包括的なリスクモニ
タリングを実現

サブスクリプション

Asset Intelligence

OT, IoTの異常検知精度を強化し、 
インシデントレスポンスを迅速化

脅威や異常な動作を
迅速に検知して阻止

混合環境を
効果的に
モニタリング

検知
異常や脅威の高度な検知

正確な
異常アラート

動的ネットワークの
資産インテリジェンス

正確な目録と
検知能力を維持

インシデントレスポンスを
迅速化

資産の
迅速な把握

正確な
資産目録を保証

卓越したOT/IoT異常検知機能
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インシデントの明確な説明

すべてのアラートについて発生した状況、考えられ
る原因、推奨される解決策を説明し、追加の調査
の必要性を低減

アラートの自動統合

アラートをインシデントとしてグループ化し、セキ
ュリティおよび運用スタッフがネットワーク上で何
が起きているかをシンプルで明確、かつ一元的に
把握できるようにする

時間のかかる 
リサーチを 
劇的に低減

行動
グローバルなインシデントレスポンスを迅速化

ユーザー中心の設計により 
レスポンスを迅速化

リスクと脅威の要約により、重大な懸念事項に重
点を置く 

優先順位付けが容易な正確なアラートの設定によ
りレスポンスまでの時間と生産性を向上 

詳細なアラートにより世界中の状況を
把握 

すべてのデータを統合して正確なアラートを発信
し、ネットワーク内のあらゆる場所でセキュリテ
ィと信頼性のリスクを特定

OT, IoTの
リスク管理を
大幅に改善

Vantageアラートビューは、分かりやすい説明と 
実行可能な情報でレスポンスを迅速化
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卓越したグローバルな可視化

あらゆる数のGuardianセンサーからのデータを集
約し、すべての場所に配置 

個々の拠点や資産に掘り下げた、重要な情報に関
するカスタマイズ可能な要約を提供

統合型のセキュリティインフラ  

IT/OT全体にわたってセキュリティプロセスを合理
化し、一貫性のあるレスポンスを実現 

資産、チケット、ID管理システムとSIEMの組み込み
統合を含みます

nozominetworks.com/integrations 

すべての施設を 
一元的にモニタリング 

すべての拠点で一元的なセキュリティリスク管
理を実現

すべてのOT/IoT環境を可視化

多様なプロトコルのサポート  

数百種類のOT, IoT, ITプロトコルをサポート

新たなプロトコルを実現するためのプロトコル
SDKとオンデマンドエンジニアリングサービス
を提供

nozominetworks.com/integrations 

簡単に拡張が可能
で最適なパフォー
マンスを実現

SOC/IT環境と
簡単に統合

拡張
SaaSのパワーですべての拠点で統合されたセキュリティを実現

Vantageはあらゆる規模のネットワークを保護

米国
40施設

カナダ
20施設

ペルー
12施設

ブラジル
25施設

日本
25施設

南アフリカ
25施設

アルゼンチン
12施設

オーストラリア
12施設

中国
20施設

アラブ首長国連邦
20施設

イタリア
20施設

ロシア
20施設

スペイン
11施設

Vantage SOC
統合型システム

グローバルSOC

https://www.nozominetworks.com/products/technical-specifications/#protocols-integrations
https://www.nozominetworks.com/products/technical-specifications/#protocols-integrations
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Vantage

Threat 
Intelligence

Guardian

Asset 
Intelligence

SOC
統合型
システム

OT IoT

エッジ

仮想 コンテナ
クラウド

物理的

OTとIoTの 
セキュリティと可視化対策

Vantageの拡張性に優れたSaaSプラットフォームにより、OT, IoT, IT, エッジ、クラウド資産など、
あらゆる場所のすべての数の資産を守ります。

すべてのVantageライセンスには個数無制限のGuardian仮想センサーライセンスが含まれている
ため、Guardianセンサーをどこにでも設置して、可視性とセキュリティを高めることができます。

産業を強化する
サイバー回復力と
運用回復力

ネットワーク上のすべて資産を表示し、その動向を知ることが初めて可能になりました。

私たちの技術は、悪意のある異常な動作を迅速かつ正確に検知します。

データの盗難や業務の中断が発生する前に、脅威を理解して対応するために必要な洞察を得ることができます。

インシデント 
への対応を
さらに迅速化
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導入アーキテクチャ 
の例

拠点 2

拠点 N

レベル0
フィールドネットワーク

レベル1
制御ネットワーク

レベル2
プロセスネットワーク

レベル3
運用 (ICT/DMZ)

HMI エンジニアリング
ワークステーション

DNS ヒストリアン

レベル4
企業IT

PLC/RTU

Vantage
SaaS

Threat Intelligence
サブスクリプション

Guardian
+

Smart Polling
オプション

Asset Intelligence
サブスクリプション

拠点 1

リモート
アクセス

統合型
システム

SOC / 
コントロール
センター

ビジネス
コンピューターカメラ タブレット

Nozomi Networksは、信頼できるIT/OTサービスおよびテクノロジー企業と緊密なパートナーシップを結ん
でいます。こうしたパートナーシップには以下とが含まれます。

•	 企業のITおよび管理セキュリティプロバイダとの戦略的提携
•	 主要なIT/OTソリューションとの技術統合
• SI、VAR、流通パートナーのグローバルネットワーク

詳細についてはnozominetworks.com/partnersをご参照ください。

世界規模の 
パートナー企業

Nozomi Networksのソリューションは、その柔軟なアーキテクチャと他のシステムとの統合により、
お客様のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

パデューモデル
の例

https://www.nozominetworks.com/partners/global-strategic-alliances/


9
データシート 

Vantage

製品とサービス

サブスクリプション

Threat Intelligence
Threat Intelligenceサービスは、OTおよびIoTの脅威と
脆弱性のインテリジェンスを継続的に提供します。新たな
脅威や新しい脆弱性を常時把握し、平均検出時間 (MTTD) 

を短縮することができます。

GUARDIANアドオン

リモートコレクター
リモートコレクターは、分散した場所からデータを収集し、
分析のためにGuardianに送信する低リソースのセンサー
です。展開コストを削減しながら、可視性を向上させます。

エッジまたはパブリッククラウド

Central Management 
Console
Central Management Console（CMC）は、分散した
拠点全体、エッジ、パブリッククラウドでのOTおよびIoTの
リスクモニタリングと可視化を集約します。ITセキュリティ
インフラと統合して、ワークフローを合理化し、脅威や異常
に迅速にレスポンスします。

エッジまたはパブリッククラウド

Guardian
Guardianが産業を強化するOTとIoTのセキュリティ
と可視性を提供。資産の発見、ネットワークの可視
化、脆弱性の評価、リスクモニタリング、脅威の検知
を1つのアプリケーションに統合します。Guardianは
VantageとCMCの両方とデータを共有します。

SAAS

Vantage
Vantageは、OT, IoT, ITネットワーク全体に卓越したセキュ
リティと可視化を実現し、デジタルトランスフォーメーショ
ンを加速します。拡張性に優れたSaaSプラットフォームによ
り、あらゆる場所のすべての数の資産を守ります。サイバー
脅威に迅速かつ効果的に対応し、運用業務の回復力を確保
することができます。

サブスクリプション

Asset Intelligence
Asset Intelligenceサービスは、定期的にプロファ
イルを更新して、より迅速で正確な異常検知を行いま
す。作業を集中化し、平均復旧時間 (MTTR) を短縮
することができます。

GUARDIANアドオン

Smart Polling
Smart Pollingは、Guardianの受動的な資産発見
に加え、わずかなアクティブ（能動的）ポーリングを
行うことで、アセット追跡、脆弱性評価、セキュリティ
モニタリングをより強化します。

Guardianのセンサーが必要です。
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Nozomi Networks
OTとIoTのセキュリティと可視化対策のための最先端ソリューション
Nozomi Networksは、世界の重要インフラ、企業、政府組織をサイバー脅威から保護することによって、デジタルトランスフォーメーションを加

速します。私達のソリューションにより、ネットワークと資産の可視化、脅威の検知、OTおよびIoTの環境下での状況把握が可能になります。お客

様は、リスクと煩雑さを最小限に抑えつつ、業務運用上の回復力を最大限に高めるために当社に信頼を寄せています。


