クラウドの保護 :
クラウドに接続された支社
概要

クラウドを採用するということは、単にデータ センターの戦略を変えるだけにとどまりません。支社ネットワークの戦略にも影響を及ぼし
ます。クラウド内のアプリケーション数の増加に伴い、高価な multiprotocol label switching(マルチプロトコル ラベル スイッチング MPLS) 接続を介してすべてのトラフィックを本社に戻すことには意味がなくなっている場合があります。そのため、多くの企業では、支
社のオフィスから直接クラウドにアクセスできるように、wide area network(ワイド エリア ネットワーク - WAN) を再設計する戦略を採用
することによって、安全なクラウド導入のプロセスにおける次のステップに着手しています。
従来の支社ネットワークの課題

従来の標準的な支社ネットワークは、MPLS 回線を使用して各リモート サイトと本社を接続したハブアンドスポーク型トポロジとなってい
ます。これが意味をなすのは、リモート サイトが主に社内データ センターでホストされているアプリケーションを使用している場合、ア
プリケーションがパフォーマンスの影響を非常に受けやすい場合、または帯域幅の要件がそれほど厳しくない場合です。たとえば、機
械部品を販売している会社が、社内データ センターで在庫管理アプリケーションをホストしたり、地域全体の店舗がデータベースに照会
して倉庫の在庫に関するリアルタイムの情報を取得したりする場合が考えられます。アプリケーションは大きな帯域幅を必要としません
が、ダウンタイムやパフォーマンスの問題はビジネスの損失につながる可能性があるため、接続は信頼できるものでなければなりま
せん。
現在では、多くのアプリケーションが社内データ センターからパブリック クラウドまたはハイブリッド クラウドに移行しました。その結
果、ハブアンドスポーク型ネットワークは理想的なものではなくなりました。なぜなら、トラフィックは MPLS 接続を通過し、境界ファイ
アウォールを抜け出て、クラウドベースのホストに接続し、逆の経路をたどってユーザーに戻るからです。MPLS リンクは、ボトルネック
となります。比較的遅い接続を介した、本社への不必要なトラフィックの移動が発生するからです。
この問題がさらに悪化すると、支社の従業員はより多くのアプリケーションが必要となり、帯域幅の要件がさらに厳しくなります。一般的
に、支社のオフィスや小売店では、次のような新しいアプリケーションが採用されます。
• 従業員向けトレーニング アプリケーション (多くの場合、ストリーミング ビデオやオーディオ コンテンツを含む)。
• 商品情報、パーソナライズされたショッピング ツール (ギフトの登録やカスタマイズ ツールなど)、およびオンライン カタログを提供
するための小売店でのデジタル マーケティング。
• 店内の顧客用インターネット。
その結果、今日企業が競争を勝ち抜く上で、支社でのインターネット アクセスを可能にするための変革が不可欠となっています。しか
し、帯域幅の容量、信頼性、運用効率、およびセキュリティの必要性を考慮した場合、そうした変革を実現する方法についての選択肢
が増えすぎてしまう可能性があります。
インターネットに直接アクセスする

支社とのインターネット接続を可能にするのは当然のことですが、IT チームは多くのことを考慮する必要があります。選択肢は多数存在
し、ほとんどの主要都市では、さまざまなプロバイダが低コストで高速なビジネス用インターネットを提供しています。ただし、通常は
最高の速度でサービスが提供されさえすればよいわけではありません。企業はサービスの信頼性とセキュリティについても考慮する必
要がありますが、これらに対処することは必ずしも容易ではありません。
各企業がクラウドに接続された支社の変革に着手するときには、それぞれ異なったさまざまな戦略が用いられることになります。
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MPLS オフロード

MPLS オフロード戦略では、通常、MPLS 回線を排除しようとするのではなく、伝送しなければならないトラフィックの量を減らすように
します。たとえば、多くの企業では、インターネットトラフィックが本社に戻る必要がないように、インターネットへの直接接続によって
MPLS 回線を補完しています。MPLS 回線は、実際の本社向けトラフィックのみを伝送します。
ネットワークの観点からは、ブロードバンド インターネットでは Web トラフィックをインターネットに直接転送できるので、MPLS の帯域
幅の要件が緩和され、クラウド アプリケーションに到達するための最適なパスが提供されます。このようなシナリオでは、多くの企業が
MPLS のオフロードと組み合わせてプロキシを使用することを検討しています。プロキシは Webトラフィックにある程度のセキュリティを
提供しますが、本社と同様に保護されるわけではなく、Web 以外のトラフィックは検査されません。そのため、MPLS オフロードを採用
している企業では、ネットワークは非常に優れていてもセキュリティは大幅に劣った状況にある可能性があります。
MPLS をインターネットへの直接接続に置き換える

状況によっては、MPLS 回線全体を置き換えて、支社からインターネットへの直接接続を実装するのが適している場合があります。イン
ターネットに直接接続する場合、サイト間 VPN 接続のトポロジによっては、ネットワークの要件がかなりの数に上る可能性があります。
ハブアンドスポーク モデルを簡単に複製するためには、比較的少数のサイト間リンクを維持する必要があります。ただし、企業で支社
間ネットワークを使用している場合は、MPLS の置き換えを計画するときにも、フルメッシュのサイト間 VPN トンネルの実装と管理が必
要になることがあります。
インターネットに直接接続して伝送されるトラフィックを保護する従来の方法は、オンプレミスのファイアウォールの使用です。企業がサ
ポートしなければならない可能性があるサイトの数を考えると、本社のインターネット エッジで使用されているのと同じセキュリティ ス
タックを実装するのは不可能な場合があります。unified threat management(統合脅威管理 - UTM) デバイスなどの代替のオンプレミス
ハードウェアのオプションでは、本社で利用可能なセキュリティとは異なる種類のポリシーが頻繁に使用されることを考えると、セキュリ
ティ体制にリスクが生じることになります。
さらに、多くのリモート ネットワーク サイトには IT 企業の要員がフルタイムで配置されていないため、ハードウェアを管理してポリシー
を支社にプッシュするという計画を実行するのが困難になる可能性があります。多くの企業では、支社に展開するハードウェアの量をで
きるだけ減らそうとする傾向があります。
MPLS のオフロードまたは SD-WAN への置き換え

MPLS をオフロードしているか置き換えているかにかかわらず、採用可能な戦略の 1 つとして、SD-WAN の使用があります。SD-WAN
は、利用可能なアプリケーション、ネットワーク、および帯域幅の要件に基づいて、ネットワークに関する最適な意思決定を下せるよう
にするための情報を提供します。SD-WAN により、特定のネットワークトランスポートの特性だけに頼るよりも柔軟に WAN を構築でき
るようになります。
しかし、セキュリティの問題は残っています。多くの SD-WAN プロジェクトが、支社でのハードウェア設置面積を縮小するという同じ目的
を共有していることを考えると、ハードウェアベースのセキュリティ アプライアンスの実装は推奨できるものではないかもしれません。プ
ロキシ機能の制限や、適切な検査が行われないままインターネットに直接接続して伝送されるトラフィックの危険性に直面した企業は、
セキュリティの適切な実装方法について困難な選択を迫られています。
支社を変革するための最新のアーキテクチャ
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このアーキテクチャでは、企業はオンプレミスのセキュ
リティ アプライアンスを管理する必要がありません。企
図1: すべてのユーザーに対して居場所に関係なくクラウドによる保護を提供
業では、セキュリティ ハードウェアを使用する代わりに、
支社の既存のルーターやサイトの既存のサードパー
ティ製ファイアウォール、SD-WAN エッジ デバイス、またはその他の IPsec 対応デバイスを再利用して、Prisma Access にトンネルする
ことができます。ポリシーは、クラウド サービス内のトラフィックに適用され、インターネットへのルーティング、本社に戻るルーティン
グ、または支社間アプリケーション用のフルメッシュ VPN を介したルーティングを処理するためのフル ネットワークによって補完され
ます。
これにより、リモート サイトにおける余分な IT 機器の出荷、設置、および継続的なメンテナンスなどの運用経費がただちに削減されま
す。支社ネットワークのエッジの強化ではなく、運用と地域のクラウド ゲートウェイからの企業の保護に重点を置いて要員を配置するこ
ともできます。
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MPLS のオフロードのセキュリティ

MPLS のオフロードを採用する企業は、Prisma Access を使用して、インターネット ブロードバンド リンクを通過するすべてのトラフィッ
クを保護することができます。プロキシとは異なり、Prisma Access は、すべてのポート上のすべてのトラフィックのセキュリティを確保
し、すべての場所に対して一貫した保護を提供します。支社オフィスの各サイトは、クラウド内の地域ゲートウェイへの IPsec トンネルを
介してコネクティビティ レイヤに接続し、セキュリティ サービス レイヤの完全な可視性と保護の恩恵を受けることができます。
オンプレミスのファイアウォールなしでインターネットに直接接続するためのセキュリティ

MPLS の完全な置き換えとして、または既存のオンプレミス ファイアウォールの置き換えとして、インターネットへの直接ルーティングを
検討している企業は、Prisma Access のネットワークおよびセキュリティによる恩恵を受けることができます。オンプレミス デバイスのセ
キュリティ機能に関係なく、ビジネス インターネット サービスに組み込まれている一般的なファイアウォールであろうと、サイトの既存
のサードパーティ ベンダー製ファイアウォールであろうと、支社では同じ一貫したセキュリティが確保されます。

MPLS を置き換える場合、Prisma Access は、クラウド サービスを通じてすべてのアプリケーションに到達するためのフル ネットワーク
を提供します。Prisma Access が設定されていれば、支社から本社、本社から支社、支社から支社、さらにはモバイルユーザーから支
社への接続など、すべてのアプリケーションに到達可能です。
買収によって継承したインフラストラクチャなど、インターネットに直接接続して伝送されるトラフィックを処理するためのオンプレミス
ファイアウォールがすでにある場合は、サイトを Prisma Access に接続することで、一貫したセキュリティ体制を迅速に展開することがで
きます。インターネットへの直接接続戦略のための一貫した保護を即座に展開するために、既存のサードパーティ製ファイアウォール
ハードウェアをそのまま残して、Prisma Access への IPsec トンネルを簡単に構築することができます。
SD-WAN のセキュリティ

SD-WAN トポロジにはさまざまなものがあり、Prisma は SD-WAN のトップベンダーと統合されているので、SD-WAN を安全に展開する
ことができます。
エッジ デバイスでスプリットトンネリングをサポートしている SD-WAN デバイスの場合、
トラフィックをエッジから Prisma Access にルー
ティングして、インターネット セキュリティ ポリシーを適用することができます。残りの SD-WAN トラフィックは、SD-WAN クラウド ファ
ブリックを通過します。
ファブリック ゲートウェイからのサービス チェーンをサポートする SD-WAN 環境では、セキュリティ アプライアンスに到達するためにト
ラフィックを本社にルーティングして戻すのではなく、Prisma Access を使用してセキュリティを適用します。
どちらのシナリオでも、支社にハードウェア ファイアウォールを配置する必要がなく、セキュリティをオーバーレイ サービスとして実装す
ることで柔軟性が向上します。
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 イニシアチブを実現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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