クラウドの保護 :
クラウド対応のモバイル ワーカー
概要

企業でのクラウドの採用に伴い、モバイル ユーザーを保護してその能力を高めるための新たな要件が生まれています。何年もの間、モ
バイル ユーザーの標準的なツールはリモート アクセス VPN でした。実際、多くの人は、「リモート アクセス」と「VPN」を同義語と見
なしています。
ただし、多くのアプリケーションやワークロードがクラウドに移行するとともに、リモート アクセスの必要性は減っています。さらに、企
業に必要なのが、
リモート アクセスだけでないことは明らかです。クラウド アプリケーションやインターネットへの安全なアクセスも必要
です。
クラウドの採用によってもたらされた根本的な変化を踏まえると、現在、リモート アクセス VPN はまだそれなりの価値を持っているので
しょうか、それとも、リモート アクセスの役割を再評価してより良いアーキテクチャを使用するときが来たのでしょうか。
リモート アクセスの制限

リモート アクセスは、主に 1 つのことを実行するように構築されています。つまり、ユーザーが境界ファイアウォールを越えて、データ
センター内のリソースにアクセスできるようにするゲートウェイとして機能します。

図1: 従来のリモート アクセスVPNアーキテクチャ
リモート アクセス VPN は、ハブアンドスポーク アーキテクチャを採用しており、ユーザーはデータ センターからの距離に応じて、さまざ
まな長さのトンネルによって接続されています。ユーザーが近くにいる場合は高パフォーマンスですが、遠く離れているとパフォーマン
スが低下し、速度、帯域幅、および待ち時間の問題が発生します。にもかかわらず、これはデータ センターのアプリケーションに最適
なアーキテクチャです。なぜなら、目的は内部データ センターが配置されている「ハブ」に到達することであるからです。
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複数のクラウド アプリケーションが混在していると、このモデルは機能しません。リモート アクセス VPN では、アプリケーションがクラウ
ドでホストされている場合でも、
トラフィックは常に最初に VPN ゲートウェイに送信されます。その結果、
トラフィックは本社の VPN ゲー
トウェイに送信されてから、企業の境界ファイアウォールを抜け出てインターネットに送られ、アプリケーションの応答は本社に戻ってか
らユーザーに返されます。クラウド アプリケーションの場合、
このトラフィックは基本的に「トロンボーン」の経路をたどり、インターネッ
トにアクセス可能な場所にたどり着くために本社まで長い距離を移動します。これは、本社のインターネットの境界でトラフィックの検査
をしている場合、セキュリティの観点からは賢明なことですが、ネットワークの最適化に関しては無意味なことです。
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図2: クラウドに到達するための従来のリモート アクセスVPN戻りトラフィック
リモート アクセス VPN 経由でクラウド アプリケーションを使用すると、ユーザー エクスペリエンスが損なわれる可能性があるため、結
果として、エンド ユーザーは可能な限りリモート アクセス VPN を使用しないようにする傾向があります。内部データ センターへのアクセ
スが必要なときに接続し、不要なときには接続を切断する傾向があり、これがさまざまな問題につながります。ユーザーが切断される
と、企業は、アプリケーションの使用状況の可視性と許可されていないアプリケーションへのアクセスの制御を失うほか、セキュリティを
強化することができなくなります。
こうした状況は、VPN ゲートウェイを追加しても解決できません。リモート アクセス VPN ゲートウェイは、単なるトンネルの終端点であ
り、トラフィックの検査は一切行われません。そのため、追加のセキュリティ対策が必要になります。
意に満たない妥協案

リモート アクセス VPN のネットワーク上の問題を補うために、IT チームは通常、特定のセキュリティ上の影響を伴ういくつかの妥協案
を取り入れます。
• ユーザーが開始するトンネル : 一般的なリモート アクセス VPN 展開モデルでは、ユーザーが必要に応じてトンネルを開始できるように
します。通常、ユーザーは短時間接続し、所定のアプリケーションを使用して作業を完了してから、切断します。切断されると、トラ
フィック検査なしでインターネットに直接アクセスします。
• スプリットトンネル VPN: リモート アクセス VPN を展開するための、一般的ではあっても安全でない方法として、スプリットトンネルを
許可するポリシーの設定があります。このモデルでは、企業ドメイン宛てのトラフィックは VPN トンネルを通過し、その他はすべてイ
ンターネットに直接送られます。ただし、ネットワーク パフォーマンスは低下することになります。インターネットおよびクラウドのトラ
フィックの検査は一切行われません。
• Web プロキシ / セキュア Web ゲートウェイ : ユーザーが VPN に接続していない場合のネットワーク セキュリティを確保するために、多
くの企業では、ユーザーがネットワーク外にいるときに Web ブラウザにプロキシを使用するなどの、別の対策を試みています。ただ
し、当然のことながら、Web プロキシによりネットワーク トラフィックの完全な検査が行われることはありません。さらに悪いことに、
プロキシが行うトラフィックの検査は、本社で行われている検査とは根本的に異なるものであり、ユーザーの場所によって結果が異な
ります。
モバイル ワーカーとクラウドベースのアプリケーションの急速な増加に伴い、企業は自社のリモート アクセス VPN がクラウド向けに最適
化されておらず、安全でもないことに気付き始めています。現在のアプリケーションの混在を考慮するためには、新しいアプローチが必
要です。
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モバイル ワーカーのための最新のアーキテクチャ

モバイル ワーカーは、データ センターやインターネット
だけでなく、パブリック クラウド、プライベート クラウド、
およびハイブリッド クラウドのアプリケーションにもアク
セスする必要があります。アプリケーションやユーザーの
場所に関係なく、適切なアーキテクチャによってすべての
アプリケーションへのアクセスを最適化すべきです。
Prisma™ Access(旧名 GlobalProtect™ クラウド サービ
ス) は、企業が、ユーザーを近くのクラウド ゲートウェイ
に接続し、すべてのアプリケーションに安全にアクセスで
きるようにして、すべてのポートとプロトコルにわたるト
ラフィックの完全な可視性と検査を維持する、クラウド提
供型のセキュリティ インフラストラクチャを実現します。
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管理対象モバイル デバイスの場合 :
• 管理対象デバイスを使用しているユーザーは、ラップ
トップ、携帯電話、またはタブレットに、GlobalProtect
アプリをインストールしています。GlobalProtect アプ
リは、インターネットにアクセス可能なときはいつでも
自動的に Prisma Access に接続します。ユーザーの操
作は不要です。
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図3: ユーザーの居場所に関係なくコネクティビティレイヤに
容易にアクセス

• ユーザーは、クラウドにあろうと、データ センターにあろうと、すべてのアプリケーションにアクセスできます。コネクティビティ レイ
ヤは、さまざまな場所にあるアプリケーションを接続し、パブリック クラウド、Software as a Service(Software as a Service - SaaS)、お
よびデータ センター アプリケーションへの (App-ID ™および User-ID ™テクノロジ ポリシーに基づく) 安全なアクセスの確立を可能にし
ます。
• Prisma Access は、既知および未知のマルウェア、エクスプロイト、コマンドアンドコントロール (C2) トラフィック、認証情報ベースの
攻撃からの保護など、セキュリティ サービス レイヤを通じた保護を提供します。
管理対象外 /BYOD デバイスの場合 :
• 企業は、Prisma Access を mobile device management(モバイル デバイス管理 - MDM) 統合と組み合わせて展開して、bring-yourown-device(bring-your-own-device - BYOD) ポリシーをサポートすることができます。この統合により、アプリごとの VPN などの機
能が有効になります。
• BYOD デバイスを使用している請負業者や従業員など、管理対象外デバイスを使用しているユーザーは、クライアントレス VPN で
Prisma Access を使用することによって、アプリをインストールしなくてもアプリケーションにアクセスできます。
• クライアントレス VPN では、SAML プロキシ統合を使用することで、インライン保護による管理対象外のデバイスから SaaS 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。この機能は、Prisma SaaS と連携して機能します。
リモート アクセス VPN の展開を再評価する場合は、サイバー攻撃を阻止するための保護機能を備えた、すべてのアプリケーションへの
アクセスを保護するように設計されたアーキテクチャへの移行を検討してください。Prisma Access を使用すると、企業はリモート アクセ
ス VPN の制限を超えて、ユーザーが必要とするあらゆるアプリケーションをサポートできます。
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。
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