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1.  序論  

今日、セキュリティとコンプライアンスは企業の主要な要件であり、最高レベルでの可
視性とサポートの両方が求められています。

 

 
 

 

多くの場合、SDPの採用に対する主な障壁は、SDPをレガシーネットワークで機能させる
方法です。

 

 
 

AppgAppgate SDPは、AppgateによるSDPアーキテクチャの実装です。

 

 

Appgate
 
SDPには、旧来のレガシーインフラストラクチャに比べていくつかの非常に具体的

な利点があります：

  

 

•
 

ハイブリッドクラウドのために開発：
  

Appgate
 

SDPは、一時的なワークロードを含む、 す
べての企業およびクラウドのリソースを保護するように設計されています。

 

Appgate
 SDPは、あらゆるアーキテクチャに適合する柔軟な分散デプロイメントモデルを備えて

おり、サーバーインスタンスの作成を自動的に検出し、ユーザーとサーバーの属性を利
用してアクセスを決定します。

 

 

 

Appgate

 

SDPはまた、エンタープライズ・ハイブリッド
クラウド・インフラストラクチャの全要素をブリッジして統合し、認証されたユーザー
がどこにいても適切なクラウドリソースにアクセスできるように制御します。

 
 

•

 

シームレスな統合：

  

Appgate

 
SDPは、サードパーティアクセス、特権ユーザーアクセ ス

、およびクラウドインフラストラクチャ・セキュリティを構成するためのコスト、複
雑さ、および労力を削減できます。

  

承認、暗号化、アクセス制御を1つのシステムに統
合し、多くの従来型の製品に取って代わります。AAppgate

 
SDPは、ID、多要素認証、

およびSIEMソリューションとも統合されているため、企業は既存のセキュリティ・イ
ンフラストラクチャを利用できます。

 

これにより、強力な認証が実施され、組織はセキ
ュリティ要件をID管理のライフサイクルに適切に統合できます。

 
 

•
 
ユーザー中心のネットワークセキュリティ：

  
Appgate

 

SDPは、境界の内側と外側の両方 で
ネットワークアクセスを制御する、アプリケーションおよびサービス固有の認証と承 認
を提供します。Appgate

 

SDPは、ユーザー属性に基づいて、ユーザーセッションごとに
調整された安全な暗号化された1つのネットワークセグメントを動的に作成します。

 

 
 ネッ

トワークアクセスルールは一度作成されて永久に保存されるのではなく、リアルタイム
で作成および適用されます。

 
 

•
 
必要な場所へのセキュリティ保護：

 
Appgate

 

SDPは、分散モデルで機能します。これに よ
り、セキュリティ制御をホスト/アプリ自体と緊密に結合するトポロジが可能になり ま
す。これにより、ホスト/アプリへのアクセスに使用されているすべてのネットワー ク
でトラフィックが暗号化され、実際のアクセス制御がホスト/アプリ自体に非常に近 く
なります。

 

 
 

  

以前は、セキュリティは通常、事後に追加
され、ビジネスとイノベーションの障壁と見なされることがよくありました。新しいソ
フトウェア定義の境界[SDP]アプローチの登場により、人々の関心は、SDPを複雑なエン
タープライズ環境に大規模（ゼロトラストを実現するために）展開するのに要する時間
へとシフトしました。

多くの大企業は、重要なレガシーネットワーク・インフラストラクチャに投
資しています。それらのインフラストラクチャは、週末に簡単に削除して全体を置き換
えることはできません。それはつまり、新旧が一定期間共存することを意味します。そ
の間、ネットワークに3つ（ヨーロッパ、アジア、南北アメリカ）の巨大な冗長アクセ
スポイントを設ける、などの古い概念を徐々に解体し、SDPを支える完全分散型のモデ
ルに置き換えることができます。

それは、コアア
ーキテクチャの原則を実装し、独自の機能でギャップを埋めることに成功しました。
その最もユニークな側面は、ネットワーク層で動作し、環境の変化が発生した時にリ
アルタイムで動作しながら、ユーザーから複数の保護されたネットワーク/リソース
への直接接続を提供することです。

リファレンスアーキテクチャ
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• コンプライアンスがキーに： Appgate  SDPは、対象範囲と監査の複雑さを軽減すること
により、企業が規制コンプライアンスのコストを削減するのに役立ちます。

 
クラウドプ

ロバイダーには、多数の規制管理に役立つ新しいツールがいくつかありますが、
Appgate  SDPはこれらをさらに強化できます。

 
Appgate  SDPは、監査範囲に含まれるシ ス

テムの数を減らすことができるため、いくつかの規制管理が必要なくなる可能性があ
ります。

 

堅牢なロギングは、ほとんどの監査要件を満たすために必要な可能な限りすべ
ての証拠を提供します。   

 このドキュメントでは、Appgate  SDPの一般的なリファレンスアーキテクチャと、SDPへ
の段階的な移行を可能にするいくつかの暫定アーキテクチャの概要を説明しています。 

SDPが実装するSDPアーキテクチャの詳細については、以下のリンクをご参照 ください： 
https://www.appgate.com/software-defined-perimeter. 

2.
 

「ソフトウェア定義の境界」とは

 

ソフトウェア定義の境界は、現代のネットワーク保護という問題に対する従来とは全く異
なるアプローチであり、

 
 その目的

は、ユーザーの生産性を確保し、セキュリティ運用の効率を向上させ ながら、アプリケ

ーション・インフラストラクチャに対するネットワーク攻撃を阻止するという問題を解決
することでした。SDPワークグループは、デバイス上の認証、IDベースのアクセス、およ

び動的にプロビジョニングされた接続を組み合わせた完全性の高いアプローチを開発しま

した。SDPのセキュリティコンポーネントの多くは十分に実証されていますが、これら3つ

のコンポーネントの統合はかなり斬新です。

 

 
 

さらに重要なことに、SDPセキュリティモデルは、DoS、中間者、サーバークエリ（OWASP10

）、持続的標的型攻撃（APT）などのネットワーク攻撃を阻止することが示されています。
 

SDPは、プロキシやVPNなどの既存のセキュリティ制御セットに対する別のDMZアドオンとし

て設計されていません。 
 

むしろ、この新しいモデルは、（ハイブリッド）クラウドが普及する前に開発さ
れたこれら旧来型のツールに対する代替手段を提供します。  
 
Appgate

 

SDPは、クラウドセキュリティアライアンスによって定義されたSDPモデルのギ
ャップを埋め、非常に独特な形でモデルを拡張したことを理解することが重要です。

  
 た

だし、依然として重要な原則は残っています：
  

 •
 
最初の原則は、ユーザーとそのデバイスは新しいソフトウェア定義の境界の外にいると
いうことです。例えば、今日多くの企業が運営しているデータセンターモデルについて
少し考えてみると、それはユーザーに建物/ネットワークの外部で操作することを強制
します。

  
 したがって、このアプローチはそれほど斬新ではありません。また、現代の労

働慣行は、通勤して会社のオフィスで働く、という考えから移行しました。 
 

 
•

 

ソフトウェア定義の境界の次の原則は、「まずは認証、それから接続」というアプロー
チに基づいていることです。さまざまな役割またはグループのユーザーをネットワーク
セグメントに接続し、承認のためのアプリケーションレベルのアクセス許可に依存する
従来のネットワークとは異なり、ソフトウェア定義の境界は個別のアクセス許可を作成
します。つまり、ユーザーの状況が変化すると、個人的な権限も変化します。

 

これによ
り、より細かいアクセス制御が可能になります。

 
 

  

クラウドセキュリティアライアンスで開発されました。

https://www.appgate.com/software-defined-perimeter
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• 3番目の原則は、アクセス制御を保護されたホストのできるだけ近くに配置する必要が
あるということです。ユーザーがリソースにアクセスしようとすると（例えば、保護さ
れたサーバーでWebページを開くことによって）、クライアントは安全なトンネルを介
して最も近いゲートウェイに要求をリダイレクトします。

 
 

これにより、追加のポリシー
がリアルタイムで適用されます。例えば、ユーザーのネットワークの場所に基づいてア
クセスを制御したりします。

 

この前提は、クライアントがユーザーの特定のニーズを満
たすために、同時に複数のゲートウェイに複数の接続を確立できることを意味します。

 
ユーザーがネットワークの外にいることで、デバイスはネットワークの境界を越えて人の
手で運ばれることがなくなり、多くの企業の主要な防御線を効果的に迂回します。 

 
 「まずは認証、それから接続」というアプローチにより、許可されたユーザーのみがネ

ットワークリソースに接続できるようになります。リソースは潜在的に危険な偵察者か
ら見えなくなり、攻撃対象領域が減少し、セキュリティが大幅に向上します。

 
複数のゲートウェイ（アクセスポイント）があるため、SDPはハイブリッド環境に非常
に適しています。一貫したアクセスポリシーをレガシーネットワーク、データセンター
、およびクラウド環境に同時に適用できます。

  
  

新しいサイトは互いに非常に独立してお
り、長いリードタイムなしで簡単に展開できます。必要になるのは、単純にインターネ
ットのアクセスだけです。

 
3.

 

今日のネットワークモデル

  

SDPは新しいものですが、今日のネットワークモデルはすでに20年以上経過したものです
。これは、Microsoftを利用したPCとイーサネットベースのLANがビジネスの世界を支配し
た時代に進化しました。当時、インターネットは十分に確立されていたので、TCP/IPはサ
イトとその後のデータセンターを接続するための論理的な方法のように思えました。しか
し、TCP/IPは、それが適用されたさまざまなユースケースのすべてに対処するように設計
されたわけではありません。おそらく最大の問題は、新しい接続を確立する際の事前のセ
キ  

今日のネットワークのセキュリティ保護はますます困難に
なっています。特に、TCP/IPの欠点を補うために、ネットワークのエッジ内とその周辺の
両方に展開される（ネットワーク）セキュリティシステムの範囲が非常に複雑かつ異なるた
めです。

 
 

これらのネットワーク内では、トラフィックを管理するためにさらに多くのネットワーク
システムが展開された複数の冗長システムを持つことにより、高い可用性がプロビジョニ
ングされています。

 

これらのシステムは、内部のユーザーだけでなく、外部からVPN経由
でアクセスするユーザーに対しても機能するように構成する必要があります。 

冗長性の必要性およびユーザーの場所の違いは、多くの場合、これらのネットワークサイ
トを何らかの形式のWANを介して他の多くのサイトにリンクすることを要求します。これ
らのサイトは互いに多少離れているように見えるかもしれませんが、WANを管理するルー
ルはかなりオープンであることが多いため、サイト間の横方向の移動は比較的簡単に実現
できます。実際には、それらは1つの大きなネットワークのように見えるため、悪意のあ
る攻撃者が足場を確立すると、非常に簡単に悪用できます。

 

 

 
  

ュリティが本質的に欠如していることです。

IPベースのデバイスがユーザーのデスクに結び付けられなくなり、CAT5ケーブルを介して
定義された境界を持つ管理されたインフラストラクチャに接続されなくなったため、今日の
ネットワークは苦戦しています。

リファレンスアーキテクチャ
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今日の典型的な企業ネットワークは次のようになります：  

 

 

Appgate  SDPモデルを検討する前に、多くの企業がこれらのレガシーネットワークを廃止
し、ソフトウェア定義の境界に置き換える時期がついに到来したことを自覚させた4つの
主な変更点を覚えておきましょう：

 

 

 
  

リファレンスアーキテクチャ
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リモート作業および個人用デバイス： 現代人の生活はますます「常にオン状態」になりつ
つあり、多くの場合、選択したデバイスで、好きな時に、好きな場所で仕事をすることが
期待されています。人々はもはや「あるネットワークに結びついたデバイス」は持ってい
ません。実際、そうしたデバイスは1日に何度もネットワークの境界を越えたり、外部に永
続的に存在したりする可能性があります。

  
 

クラウド：クラウドの採用は現在、ほぼすべての企業がある程度行っており、十分な規模
で確立されています。多くの場合は上記のように取り組まれますが、今後多くの企業が長
期間ハイブリッドクラウドのユーザーになり、クラウドへのすべての接続をバックホール
し続けることができないため、このモデルは持続可能ではありません。 

理解を超えた複雑さ：  ネットワーク形成は依然として「内部」のものと見なされています
が、実際は「外部」からの保護も提供する必要があります。現実問題、IPネットワークは
、この複雑化する悪夢を引き受けるための無駄な試みでほとんどの企業のDMZを埋め尽く
したポイントソリューションの急増を除き、過去20年間ほとんど変化していません。 

永続的な脅威：  新しいセキュリティ上の弱点が利用される速度は恐ろしいものです。従来
の（マルチサイト）ネットワークの攻撃対象領域は広大です。それらがすべてのアクセス
をクローキングしてネットワークを効果的に消さない限り、ネットワーク防御対策はほぼ
不可能になってしまいます。

 

4.
 
Appgate  SDPの仕組み

  

Appgate  SDPは、ユーザーコンテキストを利用して、ユーザーセッションごとに調整され
た安全な暗号化されたネットワーク「1つのセグメント」を動的に作成します。

 
Appgate 

SDPの使用モデルは、展開されている場所にかかわらず同じであり、いくつかの簡単な手
順で説明できます：

 
 

 

リファレンスアーキテクチャ
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        1. ユーザー認証：  ユーザーは、オプションで企業のIAMシステム（AD、LDAP、Radius、また
はSAML）に接続されているAppgate  SDPコントローラに対して認証を行います。  

2.   コントローラによるアクセスポリシーの適用：コントローラは、ユーザーの属性、役
割、およびコンテキストに基づいてユーザーに割り当てられたポリシーを適用し、ユ
ーザーがアクセスを許可されているリソースを一覧表示する署名付き資格トークンを
発行します。  

3. ユーザーアクセスリソース：認証されたユーザーは、ゲートウェイの背後にある保
護 されたリソースにアクセスできるようになりました。 

4. ゲートウェイによるユーザー資格の評価：ゲートウェイは、資格をリアルタイムで評価
し、すべての条件が満たされていることを確認します。例：ネットワークの場所、時刻
、デバイスの状態、またはセキュリティグループなどのサービスメタデータ。ユーザー
は、ワンタイムパスワードなどの追加情報の入力を求められる場合があります。 

5. ゲートウェイによるリソースへの接続公開：ゲートウェイは、必要な条件が正常に満
た されていると判断すると、ユーザーが指定した保護されたリソースへの接続を開き
ます。

 6.

 

プロセスの全ステップがログに記録：認証および承認プロセス全体を通じて、ユーザ
ー、リソースに関連するすべてのステップおよびコントローラとゲートウェイによっ
て行われた決定がログに記録されます。これに使用できる統合LogServerを用いるか
、追加のアクションのためにログをエンタープライズSIEMに送信できます。このリフ
ァレンスアーキテクチャ・ドキュメントの範囲外のLogServer。

 7.

 

新しいサービスを検出します：

  

ゲートウェイは、新しいホスト/サービスの作成を常に
監視し、このメタデータとユーザーの資格に基づいて、必要に応じてユーザーアクセ
スを調整します。

 
コンポーネント

 
 

 
  

 
  

 

 
 

 

各手順

Appgate SDPシステム全体は、分散され、高い可用性を提供するように設計されています
。これを支える重要な要素の1つは、接続デバイスから特定のウェイクアップパケットが
受信されるまで、サーバー/アプライアンスのTCPポートを非表示にする単一パケット認証
（SPA）の使用です。これにより、アプライアンスを悪意のあるユーザーから隠すことが
できるため、許可されたユーザーの可用性が向上します。

それでは、個々のコンポーネントが、集団全体の高可用性操作にどのように貢献するかを見
てみましょう。

コントローラ

完全な高可用性操作のために、クライアントは複数のDNS Aレコードを処理して、試行で
きるすべての使用可能なコントローラのリストを取得するように設計されています。そう
でない場合は、ロードバランサーを使用して、パフォーマンス、重要度、場所などに基づ
いてトラフィックを分散できます。

コントローラは、結果整合性の概念に基づいて、高可用性のためにマルチマスターデータ
ベース同期を利用します。コントローラ間の通信は、制御チャネルメッセージ用の双方向
TCPポート444（相互TLS接続）と、暗号化された相互データベース同期用の双方向TCPポ ー
ト5432で行われます。データベースは主に、構成、ポリシー、資格、およびユーザーの IP
アドレスへの不定期の変更を保存するためにコントローラによって使用されます。したが
って、ほとんどのデータベース操作は読み取り操作です（セッション情報を含むトークン
を生成するために使用されます）。結果整合性同期を使用すると、システムの動作にリア
ルタイムの同期が不要になり、すべてのデータベースがレコードの更新を処理してから次
のトランザクションを処理するまで待つ必要がなくなります。

リファレンスアーキテクチャ
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コントローラは通常、IDプロバイダー[IdP]に接続されます。これは、ユーザー認証を検証
し、ユーザー属性とグループメンバーシップのソースとして機能します。IdPは、コントロ
ーラがアクセスできる限り、どこにでも配置できます。Appgate  SDPは、AD、LDAP、
Radius、およびSAMLベースのIDシステムをサポートします。

 

順次試行されるコントロー ラ
で複数のIdPを指定できます。使用可能なIdPがない場合は、次のコントローラが試行さ れ
ます（クライアントが他のコントローラを認識している場合）。

 

クライアント

 

 

クライアントは、特定の事前共有SPAキーを使用して、Appgate  SDPアプライアンスとの
TCP（UDP）接続を開く必要があります。

 

クライアントはポート443（TLS）で接続し、システム制御データのみを渡します。最
初の接続では、コントローラ証明書が有効であることを確認します。それについては、
コントローラの信頼性を検証するために、これ以降の通信で使用されます。

 

クライアントは認証資格情報を要求し、場合によってはデバイスはオンボーディングプロ
セスを実行する必要があります。これには、ワンタイムパスワード（顧客が構成した組み
込んだものまたは外部のRadiusサービスを使用）の使用が含まれることがあります。

 

デバ
イスは、ユーザー資格情報をデバイスIDに接着するオンボーディングCookieを受け取り、
そのデバイスはフレンドリーとしてマークされます。オンボーディングが無効になってい
る場合、有効なユーザー（ユーザー名とパスワード）はフレンドリーなデバイスのみを使
用できます。

  

クライアントは独自の秘密鍵と公開鍵のペアを生成し、これに基づいてCAによって署名
されたクライアント証明書を受け取ります。この証明書は、クライアントとゲートウェイ
間の後続のすべての相互（D）TLS接続に使用されます。クライアントからゲートウェイ
へのこのトラフィックは、システム制御データとアプリケーションデータの両方で構成さ
れます。

 

ゲートウェイ

 

認証が成功すると、クライアントは、コントローラの1つによって署名されたサイトベー
スの資格トークンをいくつか受け取ります。それには、そのサイトで利用可能なすべての
ゲートウェイのリスト、そのサイトでのそのユーザーの記述的なネットワーク資格アクシ
ョンのリストなどが含まれます。

 

（ここでのサイトとは、複数の物理的な場所にまたがる
可能性のある保護されたホストの論理グループを示す特殊な用語です）

 

クライアントは、事前に設定された重み付けに基づいて、サイト内のゲートウェイの1つ
に接続します。ゲートウェイの前にロードバランサーは必要ありません。ゲートウェイは
、定義されたアクションを使用してこの特定のユーザーセッション用のマイクロプライベ
ートファイアウォールを作成する前に、トークンの署名を確認します。

 

ゲートウェイは、クライアントからポート443で相互（D）TLSトラフィックを受信し、
コントローラとLogServerを使用してポート444で相互TLSトラフィックを送受信します
。

 

ゲートウェイ間の通信は一切ありません。

 

ゲートウェイは、さまざまな方法で展開できます。使用できるさまざまなネットワーク
アーキテクチャを確認する前に、ゲートウェイ自体に焦点を当てて、ゲートウェイの即
時展開オプションを理解することをお勧めします。

 

リファレンスアーキテクチャ
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シングルインターフェースサイト  

これは、ゲートウェイが何らかのDMZまたはセキュリティゾーンにある場合の典型的な展
開シナリオです。ルールは、単一のNICへのインバウンドトラフィックを許可し、NICから
保護されたリソースへのトラフィックも許可できます。NICは双方向のトラフィックを処理
する必要があるため、NICのパフォーマンスは制限されます。

 

デュアルインターフェースサイト  
これもまた、ゲートウェイがインラインに配置される場合の非常に典型的な展開シナリオで
す。それはまだDMZまたはセキュリティゾーンに存在する可能性がありますが、多くの場合
、それと直列ではなく、従来のファイアウォールの横に配置することができます。

 

マルチインターフェースサイト 
 

この展開シナリオは、ゲートウェイが互いに分離された異なるサブネットにアクセスする必
要がある場合に役立ちます。おそらく、PCI関連サービスなどのより高いセキュリティレベ
ルが必要になります。

 

リファレンスアーキテクチャ
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NATなしのサイト   

NATなしの場合、ユーザーのトンネルIPアドレスは、ゲートウェイのIPアドレスではなくネ
ットワーク上に表示されます。これには、ネットワーク上のルーティングの変更が必要に
なる場合があります。このモードは、ゲートウェイ間のステートフル・フェイルオーバー
が必要な場合に必要です。

 

テキストブックSDPモデル  
 

テキストブックAppgate  SDPデプロイメントでは、企業ネットワークは現在一般的に行
われているものとは大きく異なる場合があります。

 
 

Appgate  SDPの全体は、保護が必要なリソースがあるすべてのサイトに完全に分散されて
います。

 

コントローラは、高可用性/復元のためにさまざまな場所に配置されます。コン
トローラへのユーザートラフィックは最小限かつまれであるため、場所/地理の重要度は
二次的なものにとどまります。 

相互に検証されたTLSを使用するため、すべてのピアツーピアトラフィックをインター
ネット経由で送信できます。ピアへのアクセスは、ファイアウォール・ルールを使用し
て制限する必要があります。

 

ユーザーアクセスはSPAで保護されたポートを介して行われるため、SDPシステムは、
インターネットからアクセスするすべての無許可のユーザーに対してクローキングされ
ます。

 

サイトは互いにほとんど独立していますが、保護されたホストがサイト間で何らかの形の
サーバー間通信を必要とする場合、企業はAppgate

 
SDPを使用することもできます。（そ

のアプローチについては、このドキュメントには記載されていませんのでご注意ください
）

 

リファレンスアーキテクチャ
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このモデルでは、異なる場所に2つのコントローラがありますが、高可用性を提供するため
に、同じDNS名（および2つのDNS  Aレコード）があります。 

コントローラは、外部DNS名を使用して、すべてのゲートウェイ、ローカルゲートウェイ
と通信します。

 
これにより、ユーザーが内部から外部に移動する際の潜在的な問題が回避

され、段階的なSDPの展開中にアプライアンスを簡単に再配置できます。
 

 

リファレンスアーキテクチャ
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クライアントは、資格が付与されているすべてのサイトの1つのゲートウェイに接続しま
す。

 
サイトの1つは、クライアントが使用する内部DNSサーバーをホストするため、その

サイトのDNS資格を含める必要があります。 

（および負荷分散）を提供するために、サイトごとに最低2つのゲートウェイがあります。1
つが失敗した場合、クライアントはサイトにリストされている他のすべてを自動的に試行し
ます。これらのゲートウェイは、保護されたアプリケーションへの直接アクセスを提供でき
ます。ただし、エンドツーエンド高可用性の場合、アプリケーションへのアクセスは、仮想
IPを使用する何らかの形式のロードバランサーを介して行う必要があります。  

管理ネットワーク  

上記に示されていないのは、今日のデータセンターで一般的な管理ネットワークへの参照
です。ただし、すべてのAppgate SDPアプライアンスには、複数のNICをサポートする機
能が付属しています。

 
したがって、ユーザートラフィックからの完全な分離を維持しなが

ら、すべてのアプライアンスを任意の管理ネットワークにリンクすることは非常に簡単で
す。（委任された）管理ポリシーは、管理ネットワークのIP範囲から接続しているクライ
アントのみに管理UIアクセスが許可されるように調整することもできます。 

 

メリット 
• 暗号化された接続（VPN不要）

 •

 

ネットワークリソースクローキング
（SPA）

 •
 

デバイスのオンボーディング
 •

 
ユーザーベースのルール（NAC不要）

 •

 

マルチゲートウェイアクセ
ス （負荷分散なし）

 •

 

ユーザーは保護されたネッ
トワークの外に

 

問題  
• 今日のトポロジとの下位互換性

 

 緩和策

 
•

 

以下に提案する中間トポロジ
を使用

 

 

5.  今日のネットワークからSDPに至る過程   

ほとんどの組織には既存の（通常は複雑で乱雑な）ネットワークがあり、多数のユーザーと
本番環境のアプリケーションをホストしています。SDPは、これらの移行環境に展開し、非
常に大きな効果をもたらすことができます。それでは、それぞれがAppgate SDPをベースと
して使用している、実装の過程を形成しうる3つの異なるモデルを見てみましょう。

 
 

  
•
 

内部にユーザーがいるレガシーネットワーク
 •

  

  
多くの組織は、運用上脆弱である多数の古びたシステムを備えたレガシーネットワーク
・インフラストラクチャに多額の投資を行っています。関連するアクセスポリシーは十
分に文書化/理解されておらず、複数の異なるシステムの異なるポイントで適用されま
す 。さらに、変更の計画と実装を困難にしうるかなりのユーザーベースが存在するこ
とがよくあります。では、どうすれば今日のネットワークから未来のSDPモデルに到達
できるのでしょうか。

 

 
  

単一トンネルのWAN（外部ユーザーから）
• 複数トンネルのWAN（外部ユーザーから）

リファレンスアーキテクチャ
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今日のネットワークコンポーネントの多くは、ユーザーのIDに基づいてアクセスルールを実
装する機能をすでに備えていますが、コストが高く（ポリシーを一元管理する方法がない
）、メリットが少ない（今日のネットワークの不完全なトポロジによって制限されます）た
め、広く実装されていません。

 
 
Appgate SDPモデルの主な利点の1つは、ユーザーコンテキストに基づく「1つのセグメント

」です。
 

グループメンバーシップなどの属性を使用することで、Appgate SDP内にいくつか

の単純な部門ポリシーを実装するのは非常に簡単です。これにより、例えば、既存のユーザ

ーのグループがサブネット全体にアクセスできるようになります。
 

 これらのポリシーオブジェクトは完全に独立して動作するため、すべてのユーザーグルー
プで最終的な「1つのセグメント」が達成されるまで、適切なタイミングでそれぞれを微調
整できます。  

内部にユーザーがいるSDP  

今日のネットワークからSDPへの道のりの最初の重要なマイルストーンは、（保護された）
ホストが存在するネットワークからユーザーを削除することです。

 
組織は、この問題を解

決するためにNACソリューションに目を向けることがあります。当初、NACはWindows PCに
アクセスポリシーを適用する必要性によって推進されていましたが、ネットワーク環境に
接続する個人所有のデバイスからのアクセスを制御するようになりました。

 

NACのアプリケ
ーションは、ネットワークの境界を超えてクラウドに拡張されないため、非常に制限され
ています。  また、ユーザーと保護されたホストが同じネットワークを共有しており、アク
セスが許可されると、VLANまたは大まかなアクセス許可ベースの制御（LDAP）に依存する
ことが多いという問題もあります。  

 
NACは、多目的のレガシーネットワークを（やや制限された）アクセスポリシーでラップし
ます。 SDP

の主な目標は、強力なアクセスポリシーを利用して、フレンドリーなユーザーだけが定義

されたリソース（またはネットワーク）に接続を許可し、他のすべてをブロックすること
です。類似点は、どちらもユーザーが保護されたホストへのアクセスを許可されるプロセ

スを管理することです。SDPを使用して、従来のNACソリューションが検討されうる問題を

解決する場合、基本的な前提条件は、ユーザーを最初に保護されたホストから分割する必
要があることです。これは、有線ネットワークからWIFIを分割するか、いくつかのサブネ

ットを作成してから、Appgate SDPゲートウェイを配置して、それらを再び安全に接続でき
るようにするのと同じくらい簡単です。

 

一旦分割が完了すると、SDPは、ユーザーネットワ

ークが同じ場所にあるか（例：WIFIネットワークなど）、またはユーザーがリモートで作

業しているか（VPNスタイル）にかかわらず、同様の制御を両者に対して使用できます（た

だし、ポリシーは異なる場合があります）。

 

分割が効果的に行われると、未解決のNAC要件

はなくなります。  
 
ユーザーネットワークはAppgate SDPシステムへのアクセスを許可し（保護されたホストは

許可しません）、クライアントはゲートウェイへの安全な接続を確立します。
 

ポリシーに
より、ユーザーは保護されたホストにアクセスできます。特定のアクセスルールがその時

点でわからなかった場合は、サブネット全体のアクセスルールを使用する可能性がありま
す。

 

ベストプラクティスでは、ユーザーがユーザーネットワークからVPN（外部）に移動す
る時に問題が発生しないように、内部DNSを外部ゲートウェイIPアドレスに解決するように
設定することをお勧めします。ただし、これは完全なSDPへの過渡的な状態にすぎません。

 
 （ユーザーへの）ローカルゲートウェイは、既存のネットワークDNSサーバーと、WANを
介してそのようなホストに転送されるトラフィックに従って、他のサイトのホストを解
決できます。   

これにより、フレンドリーなユーザーのみが交流に参加できるようになります。

リファレンスアーキテクチャ
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そうは言っても、次の2つのシナリオのいずれかを使用することもできます。その場合、
すべてのサイトにゲートウェイを展開し、他のサイトのホストがアクセスポリシーに含ま
れている場合は、それらのユーザーが複数のゲートウェイに接続できるようにする方がよ
い場合があります。  

 

 

この場合、Appgate  SDPシステムの外部機能を必ずしも使用する必要はありません。 したが
って、すべてのトラフィック（TLS）は、内部ネットワークとWANを介してルーティングでき
ます。ゲートウェイは保護されたホストへの直接アクセスを防ぎ、ネットワークルーティン
グはこれを反映するように更新されます。クライアントは、構成された資格に基づいてルー
ティングテーブルを作成します。

リファレンスアーキテクチャ
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これらのルートは、保護されているすべてのアプリケーションにアクセスするための
Appgate SDPトンネルを指します。

 
したがって、ユーザーが保護されたホストにアクセス

しようとすると、トラフィックはLAN経由でローカルゲートウェイに転送されます。これ
らの保護されたホストの一部がデータセンターにある場合、そこのゲートウェイがこれを
処理し、トンネルは既存のWAN上に確立されます。

 

 

 

メリット 
• ユーザーネットワーク上の暗

号化された接続 
•
 

デバイスのオンボーディング
 •

 
保護されたホストはLAN/WANで非表
示に

   •
 

ユーザーベースのルール（NAC不要） 
 •

 

ユーザーは保護されたネット
ワークの外に

 

問題  
   1. ユーザーをホストから遠ざける必要あ

り
 

2.
 

企業 ットワークの外部で使用する
場合、内部/外部DNSは困難な場合あ
り  

緩和策  

1. ネットワークセグメンテ
ーションを行う必要あ
り  

 

2.
 

マニュアルのDNSガイドラインに
従ってください

 

  

単一のトンネルを備えたSDP（VPN代替）   

単一のトンネルの場合、Appgate SDPシステムの展開は、システムをSDPの理想的なモデル
に向けて、時間の経過とともに拡張/成長できるように考えられています。

 
まず、このモデ

ルは単純なVPNの代替と考えることができます。現時点では、一部のサイト（WAN内）へ の
インターネットアクセスのプロビジョニングがないため、この方法が必要になる場合があ
ります。

 
コントローラは、理想的なSDPモデルを使用して地理的に分散できます。少なくとも1つの
ゲートウェイが展開されます。通常、既存のVPNインフラストラクチャが配置されている
サイトになります。VPNアクセスに2つのプレゼンスポイントが使用されている場合、例え
ば、ヨーロッパに1つ、アメリカに1つの場合、2つのゲートウェイを展開できます。 ジオ
ロケーションクレームを使用して、ユーザーを適切なゲートウェイに誘導できます。ネッ
トワークは、WANを介してすべてのバックホールルートを提供し続けます。

 これは、ヨーロッパのサイトがダウンした場合に、システムがどのようにヨーロッパのユ
ーザーをアメリカにフェイルオーバーするのかを説明するのに有用かもしれません。前の
箇所で説明したように、コントローラは問題ではありません。DNSラウンドロビンでは 、
ユーザーは常に他のコントローラを見つけることができます。

 
しかし、どのようにして 1

つのサイトを別のサイトにフェイルオーバーするのでしょう？この例では、最も簡単な
解決策は、両方のサイトのアプリに資格を構成することです。通常、crm.mycompanyの
DNSは、ヨーロッパのサイト資格で使用されるcrm.europe.mycompanyを返します。ただ し
、ヨーロッパのサイトがダウンした場合、代わりにcrm.mycompanyのDNSはcrm. americas.
mycompanyを返します。これは、アメリカのサイトの資格で使用されます。

 
Appgate

 

SDPの絶対要件は、資格（保護されたホストへのアクセスを定義する）がサイト
によって定義されることです。 この時点では、すべてのサイトは引き続き会社のWANによ
ってリンクされており、ユーザーが1つのゲートウェイにのみ接続している場合、ゲート
ウェイのホームサイトにない保護されたホストへのアクセスは、引き続きWAN経由で行わ
れます。つまり、実質的に（Appgate）サイトは1つだけなのです！

 

 

ネ

リファレンスアーキテクチャ
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この時点で1つのサイトのすべての資格を定義すると、サイトをより小さな部分に分割する
時に移行が難しくなります。2つのポイントオブプレゼンス（2つのサイト）が使用された
場合、すべての資格を2回定義する必要があるため、問題はさらに悪化します。  

この移行過程の中間段階をサポートするために、ポリシーフォームで「展開サイト」を指
定することができます。これにより、資格が指定されたサイトに関連する通常のSDP状況
が効果的に上書きされます。これで、すべての資格が「展開サイト」に適用されますが、
これは、運用可能なサイトが1つしかない場合でも、システムを複数のサイト用に構成でき
ることを意味します。

 
サイトにはゲートウェイが配置され、企業のWANの一部からスタンドアロンのSDPサイ
トに移行します。移行は、各ポリシーで「導入サイト」の選択を解除するだけです。

 

リファレンスアーキテクチャ



 

 

 

Appgate SDP –    17 

 

 

 

この場合では、Appgate  SDPシステムの外部機能を活用しますが、SDPの完全に分散され
た性質は、別の時のために保持されます。

 
  

2つのプレゼンスポイントは、1つはヨーロッパ用、もう1つはアメリカ用に使用されます
。ゲートウェイは他のサイトにも展開できますが、完全に実装する必要があるのは2つの
展開サイトのみです。これらのサイトは、VPNソリューションが現在行うのと同じよう
に、ユーザーからのすべてのトラフィックを処理してから、既存のWANを介した保護さ
れたホストへのバックホール接続を処理します。

 

リファレンスアーキテクチャ
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ユーザーは1つのサイトにのみ接続しますが、（将来の）サイトごとに1つのポリシーが構成
されている場合、別のサイトがスタンドアロンになる準備ができるとすぐに、「展開サイト
」オプションが削除され、クライアントはそのサイトへの追加のトンネルを構築し、そこに
トラフィックを直接ルーティングします。

 

 

メリット 

 
• 暗号化された接続  
•
 

デバイスのオンボーディング
 

•
 

外部サービスのクローキング
 •

 
ユーザーの地理ベースのアクセ
ス  

 

問題  
1. すべてのサイトで重複する資格が必要に 

2. 地域間のリアルタイムフェイルオーバー
はなし

 

緩和策
 

1. 展開サイトオプションを使用 

2. 使用する地域IDPの選択肢をユーザーに提供 

 

複数のトンネルを備えたSDP 

複数のエントリポイントがある場合、Appgate SDPシステムの展開は、システムがSDPの
理想的なモデルに向かっていく途中であると考えることができます。

 

 

そもそも、このモデ
ルは複数のポイントオブプレゼンスを持つ大企業で使用される可能性が高く、ユーザーは
地域間を移動する時に複数の拠点を使用する可能性があります。また、一部のサイトが展
開されている（すべてではない）理想的なSDPモデルへの道のりの途中で停止点を反映し
ている場合もあります。  

コントローラは、理想的なSDPモデルを使用して分散できます。 VPNアクセスに使用される、
または使用された2つ以上のゲートウェイがポイントオブプレゼンスに展開されます。追加
のゲートウェイは、クラウドなどの新しいスタンドアロンサイトに展開できます。ネットワ
ークは、WANの実装に使用される（大部分の）バックホールルートを保持します。 

Appgate
 
SDPの絶対要件は、資格（保護されたホストへのアクセスを定義する）がサイト

によって定義されることです。
 

この時点では、すべてのサイトはまだ会社のWANによって
リンクされています。ユーザーは複数のサイトに接続して、許可されているすべての保護
されたホストにアクセスします。一部のサイトがSDP用に完全にプロビジョニングされた
ままの場合でも、「展開サイト」を使用して、資格を定義されたサイトを上書きできます
。  

SNATがゲートウェイで使用されていない場合、ユーザーのトンネルIPアドレスは、WAN
によってリンクされているサイトも含め、使用されているすべてのサイトでアドバタイ
ズされます。これはステートフルであるため、クライアントから発信されたトラフィッ
クには問題ありません。ただし、サイトから発信されたトラフィックの場合、ユーザー
のIPアドレスが同時に複数の場所に表示され、ルーティングの問題が発生する可能性が
あります。

 

移行過程のこの中間段階をサポートするために、サイトフォームで「IPプールマッピング
」を指定することができます。これにより、クライアントが特定のサイトに接続する時に
使用する通常のIPトンネルアドレスが効果的に上書きされます。

 
したがって、デフォルト

のIPプール10.100.0.0/24

 
アドレスは、サイト2の10.100.2.0/24範囲の同等のアドレス、

およびサイト3の10.100.3.0/24範囲にマッピングされる可能性があります。これにより、
サイトがWANによってリンクされたままの時に発生する可能性のあるルーティングの問題
が解決されます。

 

この場合：

 

 

•

   

•
 

保護されたリソースは、必要に応じてゲートウェイの背後に配置されます
 

•
 

ユーザーはネットワーク内で共生します。
 

AppgateSDPシステムは分散して展開できます

リファレンスアーキテクチャ
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 この場合では、Appgate  SDPシステムの完全に分散された性質が使用されます。ユーザー
は、SDPが完全に使用されているかのように、資格に従って複数のサイトに接続します。
これらのサイトは、ユーザーからのすべてのトラフィックを処理し、保護されたホストへ
のバックホール接続は、各ゲートウェイによってローカルで行われます。 

「IPプールマッピング」により、Appgate SDPユーザーが接続先のサイトに異なるIPアド
レスを提示するようになったため、（内部）ユーザーがAppgate SDPユーザーに接続した
い場合、同じIPアドレスでネットワーク上に2回表示される問題が解決されます。

 
 

リファレンスアーキテクチャ
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ターゲットIPアドレスが192.168.10.67の場合、これは明確になるため、ドットルートの
みが使用されます。 

マップされたIPプールは、デフォルトのIPプールと同じサイズである必要があるため、
多くのサイトでは、内部IPアドレスを大量に消費する可能性があります。

 

 

メリット 

 
• 暗号化された接続  
•
 

デバイスのオンボーディング
 

•
 

外部サービスのクローキング
 

 

 

問題  
1. tunIPがネットワークの複数の部

分に表示される 
2.  解決を要するルーティング問題

となることがある
 

緩和策  
1. サイトごとにマップされたIPを使用 

　2. . サイトごとに資格が設定されているこ
とを確認

 

 

6.  リソース  

Appgate  SDP製品の詳細なドキュメントは、こちらから入手できます：  

 
• 管理ガイド：https://sdphelp.appgate.com/adminguide  
•
 

クライアントユーザーガイド：https://sdphelp.appgate.com/userguide
   

•
 

Webサイトのリソース：https://www.appgate.com/software-defined-perimeter
    

最後までお読みいただきありがとうございました。Appgate
 
SDPがセキュリティ上の課

題に対する貴重なソリューションであることがおわかりいただければ幸いです。 
 

 

 

 

リファレンスアーキテクチャ
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