SaaS アプリケーションを
安全に使用できるようにする

Software as a Service(Software as a Service - SaaS) アプリケーションの魅力はさらに高まって
いますが、SaaS 製品の隠れた脅威も同様に高まっています。例えば、多大な被害をもたらす情
報漏洩、法規制違反、マルウェアの拡散などです。Prisma™ SaaS は、既存のセキュリティ ツー
ルを補完し、データ分類、データ漏洩防止、脅威検出の機能を提供します。これにより、SaaS
アプリケーションを保護することができます。
クラウド導入の新たな現実

一般に、データが単一の一元管理された場所にのみ存在するという概念は、現代の企業には当てはまりません。データは今や複数の場
所に分散しており、一企業では制御しきれないような、さまざまなところに存在しています。データがどこにあっても、IT 企業はデータ
が移動するときにそのデータを保護する責任があります。SaaS アプリケーションの場合、従来型セキュリティでは可視性を制御および維
持するのが難しく、移動データの保護は特に困難になります。SaaS アプリケーションはエンド ユーザーが直接設定して使用するため、
ユーザーがアプリケーションにアクセスしたり、機密性の高い企業データをアプリケーションに移動したりするための権限は不要です。こ
のことは大きな課題となっています。エンド ユーザーは自分が属する IT 部門の一員として行動し、データまたは脅威リスクの評価や防
止に関する専門知識がなくても、これらのアプリケーションの使用を制御することができるためです。
企業はこの新たな現実を受け入れて、クラウド アプリケーションの導入に伴う新たなリスクに対処する計画を立てる必要があります。
• グローバルに分散された従業員 : ほとんどの大企業では、世界中の従業員がクラウド内のツールやデータへのアクセスを試みます。
これらのユーザーは、他の内部または外部ユーザーと連携しながら、複数のデバイスを使用してさまざまな場所からアプリケーショ
ンにアクセスします。
セキュリティ上の意味合い : いつでも、どこでも、すべてのデバイスに対する継続的なセキュリティを確保する必要があります。
• エンド ユーザーが直接アプリケーションを調達 : 従来、従業員が必要とするアプリケーションは IT 部門が調達していました。SaaS ア
プリケーションの急増により、それらのアプリケーションの使用モデルはシフトし、その多くをクレジット カードでのサブスクリプショ
ンとして購入できるようになりました。今日、企業内の各事業部門では一般に、IT 調達プロセスを経ることなく、必要に応じて生産
性ツールや共同作業ツールを購入しています。これらの市販のアプリケーションは、詳しいことを調べておかないと、さまざまなセ
キュリティ チームにとっての盲点となることがあります。
セキュリティ上の意味合い : 企業には、「シャドウ IT」に対する可視性とリスク管理能力が必要です。
• ユーザー制御情報の共有 : データをエンド ユーザー間で共有できるようにするときの最大の課題は、機密データの漏洩という大き
なリスクが伴うことです。従業員が、権限を共有する他のユーザーとデータを共有するだけで、雪だるま式に公開共有につながっ
ていってしまう可能性があります。名前の入力ミスが、間違った人やグループ、そして外部とのデータの共有につながる可能性もあ
ります。「ゴースト共有」は、アカウントが無効化されていない元従業員または以前のベンダーと情報を共有する場合に起こり得ま
す。それほど一般的ではない脅威としては、悪意のある内部ユーザーが、フォルダを公開共有に設定したり外部のメール アドレス
を使用したりして、データを意図的に共有する可能性があります。
セキュリティ上の意味合い : クラウドに保存されているデータについては、クラウドベースのコラボレーションを有効にすると同時に、高
度な data loss prevention(データ損失防止 - DLP) が必要です。
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SaaS アプリケーションを安全に採用するための要件

企業のセキュリティを維持しながら SaaS アプリケーションを利用するには、いくつかの要件について慎重に検討する必要があります。
• アプリケーションの検出 : ほとんどの企業は、ユーザーによるシャドウ IT のリスクがどの程度かを認識していません。これを解決する
一般的な方法は、
ロギング データをファイアウォールまたは Webプロキシから可視性ツールまたは security information and event
management(セキュリティ情報イベント管理 - SIEM)プロバイダに手動でエクスポートすることです。新規アプリケーションまたは使
用パターンを追跡するには、この操作を定期的に行う必要があり、管理者はそのために多くの時間を割かなければなりません。正
しいアプローチは、自動化とリアルタイムでの処理により、管理上の負担を不要にすることです。
• データ保護 : クラウド アプリケーションを採用して機密データを従来の境界外に保存する場合、企業はデータ保護の手段について再
考する必要があります。Microsoft や Box などの SaaS ベンダーは、自社のアプリケーションで基本的なセキュリティ機能を提供して
いますが、これらの機能は一般的に企業向けのものではありません。また、アプリケーションごとに個別にポリシーを管理しなけれ
ばならず、管理が煩雑になる可能性があります。現在、ほとんどの大企業では 20 から 30 の認可アプリケーションを採用しており、
管理が急速に複雑化して負担が大きくなってしまう可能性があります。すべてのアプリケーションに一貫性のあるセキュリティ機能を
設定するには、サードパーティのセキュリティが必要です。
• データ ガバナンスとコンプライアンス保証 : クラウドベース アプリケーションの利点を維持しながら、GDPR、PCI、PII、PHI などの
データに関連する、リスクのコンプライアンス要件を迅速かつ容易に達成できる必要があります。
• 包括的なセキュリティ : 従来のインライン DLP ツールまたは Web プロキシでもいくつかのセキュリティ機能を提供していますが、ク
ラウド アプリケーションには限られた用途でしか使用できません。例えば、ユーザーが SharePoint® にファイルをアップロードした
場合、プロキシからはデータが SharePoint にアップロードされたことは通知されますが、一般に公開されているフォルダにアップ
ロードされたかどうか、またはアクセス ルールがコンプライアンスに違反しているかどうかは通知されません。こうした点について
は、SaaS をセキュリティで保護するための、インラインの API ベースの機能を導入する場合にのみ通知されます。
• ユーザーの操作性の維持 : クラウド アプリケーション ベンダーは、ユーザーの操作性の最適化、シームレスなユーザー オンボーディ
ング プロセス、およびアプリケーションの迅速な応答を実現するために多大な投資をしています。企業が新しいセキュリティ ツー
ルを採用するときには、ユーザーの操作性に影響を与えないようにすることが重要です。例えば、追加の手順が必要になったり、ア
プリケーションの使用時にかなりの待ち時間が発生したりするようなことがあってはなりません。
• ユーザーの保護 : コラボレーションが容易で、共有機能がユーザーの管理下にあるということは、アクセス権限が適切に付与されて
いなければ機密データが公開されてしまう可能性があるということにもなります。クラウドのデータに対するアクセス権の管理は複
雑であり、多大な被害をもたらす情報漏洩を防ぐには、共有権限を監視および管理するセキュリティ ツールが必要です。
注目を集める Cloud Access Security Broker

ほとんどの企業にとって、既存のセキュリティ ツール、特に安全なオンプレミス環境に導入済みのツールで、これまでに述べたすべて
の要件を満たすのは非常に難しいことです。代わりに、多くの企業が cloud access security broker(クラウド アクセス セキュリティ ブロー
カー - CASB) を導入しています。CASB は、クラウドベース データのコンプライアンスと保護のみならず、クラウド アプリケーションの使
用状況に対するより広範な可視性とより適切な管理を実現します。企業が使用している可能性のある他のセキュリティ ツールとは異な
り、CASB はクラウド固有の機能を提供し、企業のクラウド サービスの使用におけるセキュリティ ギャップに対処します。
CASB は、企業の要件に応じて、2 つの異なるモードで導入できます。
• インライン アプローチ : インライン アプローチでは、CASB はフォワード プロキシまたはリバース プロキシを使用できます。フォワー
ド プロキシでは、CASB はアプリケーションの可視性および制御機能を提供可能なアプライアンスまたはサービスにクラウド トラ
フィックを転送します。フォワード プロキシ機能は、セキュアな Web ゲートウェイなどの従来のプロキシに限定されません。クラウ
ドベースのセキュリティ サービスまたは次世代ファイアウォールを使用して、アプリケーションを強力に制御することができます。次
世代ファイアウォールをオンプレミス用のインターネット ゲートウェイとして、またはリモート ユーザー用のクラウドベースのセキュ
リティ サービスとして導入済みの企業では、ほとんどの CASB ベンダーが提供する従来のプロキシを使用するときの、余計な管理
上の負担と複雑さを回避することができます。リバース プロキシの場合、CASB は single sign-on(シングル サインオン - SSO) を使
用するか、場合によっては DNS を使用して、ユーザーをインラインの CASB サービスに再ルーティングし、ポリシーを適用します。
• API ベース アプローチ : CASB を実装する際の推奨される方法として瞬く間に広まってきた API ベース アプローチは、クラウド トラ
フィック間でセキュリティ サービスを補完しつつ、クラウド アプリケーション内またはサービス内の企業データに対する可視性をも
たらします。このアウトオブバンド アプローチでは、ユーザー アクティビティおよび管理設定を継続的に監視するほか、クラウド ア
プリケーション内のすべての休止中データをきめ細かく検査します。この導入モードでは、クラウド アプリケーションのユーザーの
操作性が保持されます。非侵入型で、クラウド アプリケーションへのデータ パスの妨げとなったり、それらのパスに依存したりしな
いためです。API ベースの CASB は、今後の違反に対してポリシーを適用するほか、クラウドに保存されている既存のデータを検
査して既存の DLP 違反や脅威を修正する唯一の方法となります。
パロアルトネットワークスの CASB 製品の導入

Prisma™ SaaS 製品は、侵害につながる可能性のあるクラウドのリスクの範囲を最小限に抑えるために、マルチモードの CASB として連
携して機能するインラインおよび API ベースの防御テクノロジを提供します。CASB に対する完全なクラウド提供型のアプローチでは、以
下の方法で SaaS アプリケーションを保護できます。
• インライン アプローチ。アプリケーションの詳細な可視性、セグメンテーション、セキュアなアクセス、脅威防御によってインライン
トラフィックを保護します。このアプローチでは、セキュリティ サービス内でユーザー、コンテンツ、およびアプリケーション検査機
能を組み合わせて、CASB 機能を有効にします。検査テクノロジでは、ユーザーをアプリケーションにマップすることで、場所やデ
バイスに関係なく、クラウド アプリケーションの使用状況をきめ細かく管理します。ほかに、アプリケーション固有の機能の制御、
URL およびコンテンツのフィルタリング、アプリケーションリスク ベースのポリシー、ユーザーベースのポリシー、DLP、既知およ
び不明なマルウェアに対する防御などの機能があります。これらの包括的な機能は、オンプレミス ワーカーおよびモバイル ワーカー
が使用するすべてのアプリケーションでの機密データの漏洩を防ぐことを目的としたものです。
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• API ベースのアプローチ。データ分類、DLP、および脅威防御のために、SaaS アプリケーションに直接接続します。Prisma SaaS で
はアウトオブバンドの API ベース アプローチを活用して、ユーザー アクティビティおよび管理設定を継続的に監視するほか、クラウ
ド アプリケーション内のすべての休止中データをきめ細かく検査します。この導入モードでは、
クラウド アプリケーションのユーザー
の操作性が保持されます。非侵入型で、クラウド アプリケーションへのデータ パスの妨げとなったり、それらのパスに依存したりし
ないためです。
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図1: クラウド提供型のCASBアプローチ
SaaS セキュリティ機能の概要
SaaS の使用状況に対する詳細な可視性

使いやすい SaaS 使用状況ダッシュボードと詳細なレポートにより、シャドウ IT を抑制します。より深いレベルでリスクを検出して、SaaS
アプリケーション全体のすべてのユーザー、フォルダ、およびファイルのアクティビティを完全に可視化することができます。また、デー
タ リスク関連またはコンプライアンス関連のポリシー違反があるかどうかをすばやく判断できる詳細なレポートを作成します。

図2: SaaS使用状況レポート
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きめ細かな適応型のアクセス制御

管理しやすいポリシーであるため、許可されるアプリケーションと許容される動作を定義して、SaaS アプリケーションへのアクセスを詳
細レベルで制御することができます。SaaS アプリケーションを正しく分類すると、セキュリティ ポリシーによって、ネットワーク レベル、
デバイス レベル、ユーザー レベルで、アクセス制御と使用制御が設定されます。これにより、許可されるアプリケーションをきめ細かく
制御しながら、未認可アプリケーションのアクセスをブロックすることができます。
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図3: きめ細かなアプリケーション制御

Prisma SaaS を使用すると、SaaS アプリケーション内に保存されているすべてのデータをスキャンして、事前定義のデータ パターンまた
はカスタム データ パターンに基づいてデータを分類することができます。監視対象の機械学習アルゴリズムを利用してデータを分類し、
機密ファイルを識別することもできます。すべての情報が検出されたら、資産がインシデントやリスクを有しているかどうか、および規
則や企業ポリシーに準拠しているかどうかがチェックされます。

図4: SaaS使用状況ダッシュボード
高度な DLP およびコンプライアンス

強力な制御により、キーワード、ファイルの特性、その他のコンテンツ パターンに基づいて詳細な DLP ポリシーを適用することができ
ます。データ損失ポリシーにより、機密情報を識別、監視し、自動的に保護することができます。事前定義されたポリシー テンプレート
を使用して、業界標準および規則への準拠を維持することができます。特定のビジネス ニーズに対して、ビジネス ニーズに基づいたカ
スタム ポリシーを定義できます。例えば、クレジット カード番号、税 ID、またはその他の機密情報を含むコンテンツを分類して制御す
るポリシーなどです。コンテンツは、以下の方法で分類されます。
• データ パターンの一致 : データの損失を防ぐために、ポリシーで定義されたデータ パターンとテキスト パターンに基づき、コンテ
ンツ スキャンによって一致の可能性を識別できます。事前定義されたパターンを使用するか、「正規表現」と呼ばれるカスタム パ
ターンを作成できます。
• 機械学習 : すべてのデータのタイプまたは出現パターンをいつでも作成できるとは限りません。機械学習アルゴリズムにより、どの
ようなものが機密データであるかを経時的に把握できるようになりました。
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安全な非管理対象 /BYOD アクセス

従業員が世界中に分散するようになるにつれて、ユーザーがリモートの場所やデバイスから SaaS アプリケーションにアクセスする機会
も増えました。パロアルトネットワークでは、single sign-on(シングル サインオン - SSO) を使用したリバース プロキシ機能をサポートし、
ユーザーをインラインのセキュリティ ゲートウェイにシームレスに再ルーティングして、ポリシーを適用します。この機能を適用すると、
インターネット ブラウザを使用して SaaS アプリケーションにアクセスする、非管理対象デバイスまたは個人デバイスからのアクセスを保
護できます。
異常なユーザー アクティビティの検出

大量のデータがダウンロードされたり、複数のユーザーが短期間のうちに異なる場所からログインを試行したりするといったような、盗
んだ資格情報または悪意に基づいた異常な活動が発見されることがあります。この種の異常な活動に対して、講じるべき対策を提案す
るとともに、アラートを生成することができます。
マルウェアの検出と削除

Palo Alto Networks WildFire® サービスと Prisma SaaS を統合することで、高度な脅威防御を実現し、既知のマルウェアを阻止するとと
もに、未知のマルウェアを識別して阻止することができます。この統合により、許可されている SaaS アプリケーションを通じて脅威が拡
散しないようにして、マルウェアの新しい侵入ポイントを排除することができます。この統合を通じて検出された新しいマルウェアは、プ
ラットフォームが SaaS アプリケーションに即したものではなくても、Security Operating Platform 全体で共有されます。
簡単な導入とより広範なコンテキスト

Prisma SaaS はクラウド提供型のサービスであるため、
プロキシやエージェントは不要です。SaaS アプリケーションと直接通信するため、
どこから提供されるデータでも、どのデバイスまたは場所にあるものでも参照することができます。さらに、Prisma SaaS はインライン
ではないため、待ち時間、アプリケーションの帯域幅、ユーザーの操作性には影響しません。
Prisma SaaS を使用することで、他のエージェント、デバイス、またはセキュリティ ツールと比較して、よりさまざまな状況で誤検出また
は検出漏れを減らすことができます。
注目されるアプリケーション統合
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Box.com

GitHub

Slack

ServiceNow

Dropbox

Workplace by Facebook

Salesforce

Confluence

Jive

Citrix ShareFile

将来に向けて構築

お客様のクラウド導入の進捗状況に関係なく、Prisma は以下の実現に役立ちます。
• クラウド対応のモバイルワーカー
• クラウドに接続された支社
• ゼロ トラスト クラウド セキュリティ
• クラウドのガバナンスとコンプライアンス
• クラウドのデータ保護
• クラウドの脅威保護
• 安全な DevOps
Prisma で主要なクラウド イニシアチブを確保する方法の詳細については、www.paloaltonetworks.com/prisma を参照してください。

〒 100-0011
東京都千代田区内幸町
2 丁目 1 番 6 号
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電話番号 : 03-6205-8061
www.paloaltonetworks.jp
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