成功事例

カタルーニャ情報通信
技術センター
Allot が地方選挙を DDoS 攻撃から保護

カタルーニャ情報通信技術センター
について
Centre de Telecomunicacions I Tecnologies de la
Informacio（カタルーニャ情報通信技術センター、CTTI）
は、カタルーニャのすべてのコンピュータや電気通信サー
ビスを 1 つの団体で管理するために設立された公共団体
です。CTTI は、カタルーニャ州政府のすべてのコンピュー
タシステムや電気通信サービスの運営、企画、管理、統
制を主導しています。
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課題
2015 年 9 月に行われたカタルーニャの選挙関連の IT 運
用を管理した組織である CTTI は、地域の政治プロセス
を妨げようとする「ハッキング活動家」からインフラストラ
クチャを保護できるセキュリティソリューションを導入する
必要性を認識していました。CTTI は、
インフラストラクチャ
をリアルタイムで保護し、ネットワークのエッジにおける大
規模攻撃の可能性を阻止できる、実績あるソリューション
を求めていました。

o 選挙期間中のハッキング活動家に対する予防的な
リアルタイム保護
o ネットワークのエッジにおける大規模攻撃の阻止
ソリューション
カタルーニャ州政府は長年にわたって Allot 製品を利用し
ています。2009 年からは Allot Service Gateways を活
用して貴重なネットワークのインサイトを得ており、さまざ
まな 行 政 機 関 に対して優 れた QoS を提 供しています。
「サービスとしての」Allot DDoS Secure を有効化すると、
DDoS 攻撃を数秒で検知し、ネットワークサービスが脅か
されたり中断されたりする前にブロックできます。これは、
セキュリティの懸念に対してすばやく導入でき、コスト効率
が高いソリューションです。
メリット
o ネットワークのエッジにおける大規模攻撃に対する
リアルタイム保護
o 選挙中にも中断せずにネットワークを運用
o サイバー攻撃の可能性に対する柔軟でタイムリーな
ネットワーク保護
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Allot DDoS Secure inspected 100 percent of the network traffic and
surgically mitigated threats to ensure that the Catalonian elections
Allot DDoS Secure はネットワークトラフィックを100%調査し、脅
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クセキュリティの重要な一部として、SDDP ベースの攻撃を緩和し、
ネットワークの QoS と投票者の QoE を保証しました。
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