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今日のネットワークセキュリティの現実

今日のITはかつてないほどに多様化され、分散しています。エンタープライズITは、ハ
イブリッド化と多様化の時代に入りました。それより、ITはこれまで以上に多くの場所
、プラットフォーム、モデルで実行されています。一昔前のセキュリティテクノロジー
は、今日の加速するセキュリティ問題に追いついていません。20年前、企業は物理的な
境界でITを一元化していました。

今日、20年以上根本的に改善されていないテクノロジーを使用して企業インフラストラク
チャを保護することは、ほぼ不可能です。伝統的に、企業は内部ネットワークを保護する
ためにファイアウォール、VPN、NACを備えた強化された境界を構築していましたが、これ
らの時代遅れのツールは複雑な上に、運用にも費用がかかります。

ファイアウォールのルールはバイナリで静的です。それらは単に
 

今日のITは、ユーザーとネットワークリソースの格差を示しています。アプリケーション
は、グローバルに分散されたパブリッククラウドにあり、サードパーティのマネージドホ
スティングプラットフォームで実行され、データセンターと企業データセンターに配置さ
れています。それでも、ユーザーはモバイルで分散しており、個人および企業のデバイス
でホームオフィスや空港ラウンジからビジネスシステムに接続しています。そして、これ
らのユーザーは従業員だけではありません。

私たちは、互いに接続されたハイブリッドな世界に住んでおり、システムとユーザーは
、顧客、パートナー、ベンダーと接続してやり取りするための、シンプルで安全な方法を
必要としています。

境界は存在しません。もはや消滅したのです。今日の境界セキュリテ ィは他の場所、つ
まりユーザーから開始する必要があります。

2025年までに

企業ITインフラ
ストラクチャの支出が
パブリッククラウドに
割り当てられます。

 

IDC FutureScape: 世界のクラウド2020年予測、2019年10月 - Doc # US44640719

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド

60％の

「このIPの
このネットワークへのアクセスを許可しますか？（Yes/No）」と尋ねますが
、それだけでは十分とは言えません。



レガシーの境界ベースのセキュリティモ
デルは、

 
 

セキュリティとリスクのプロは、セキュ
リティをエコシステム全体に

 
遍在させる

必要があります

- Forrester

攻撃に対して効果がありません
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従来のネットワークセキュリティの問題

従来のネットワークセキュリティアプローチでは、今日の組織を適切に保護できません
。信頼は推測され、そして間違えられます。これは、ユーザーとネットワークの廃止さ
れた分離を前提とした古いモデルです。

基本的な理由は、TCP/IPが暗黙の信頼に基づいており、「まずは接続、それから認証」
というアプローチを採用しているためです。今日のハイパーコネクテッドかつ敵対的な
脅威が蔓延する状況では、このアプローチは組織を危険にさらし、非常に多くの違反行
為を許してしまいました。

TCP/IPアプローチは、次のような事態をもたらします：

•  偵察スキャンにさらされたサーバー

•
 
 サーバーを悪用可能な認証されていないユーザー

•
 
 DDoS攻撃への脆弱性

•

 
 許可のないサーバーリソースを消費している許可のないユーザー

•

 
 過度な資格の所持

•

 

 広範な横方向の攻撃対象領域

 TCP/IPの暗黙の信頼とは、誰かが家の正面玄関をノックした時、まず
ドアを開けてその人を玄関に入れ、それから「あなたは誰？何がいる
の？」と尋ねるようなものです。

手順1
接続

手順2
アーキテクチャ

ID中心ではない - 誰でもアクセス可能

従来のTCP/IP

「まずは接続、

「暗黙の信頼」に基づく

それから認証」

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド
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ID中心アプローチの時代

現代のITには、ユーザーが消費するさまざまなネットワークではなく、ユーザーのIDを中

心とした柔軟で適応性のあるセキュリティが必要です。

ソフトウェア定義の境界は、ユーザーとアクセスするデータの間に1対1のネットワー
ク接続を動的に作成します。これは、境界のない企業に対応します。

ソフトウェア定義の境界は、次の3つの主要な原則に基づいて構築されています：

1. ID中心

これはユーザーを中心に設計されており、境界のない企業に対応しています。ユー
ザーは、ネットワークへの接続が許可される前に認証されます。

2. ゼロトラスト 

リソースにアクセスしようとする人は誰でも最初に認証を受けるよう「ゼロトラスト」モ
デルを適用します。すべての許可されていないリソースは表示されません。これにより、
最小権限の原則がネットワークに適用され、攻撃対象領域が完全に減少します。

デフォルトでは、ユーザーは何にも接続できません。これは、ユーザーにIPアドレスが
与えられると、ネットワーク内のすべてにアクセスできる従来の企業ネットワークとは
真逆です。ゼロトラストでは、適切なアクセス基準が満たされると、ユーザーのマシン
から必要な特定のリソースへの動的な1対1の接続が生成されるようにします。その時、
他のすべては完全に見えない状態のままです。

3. クラウド中心

ソフトウェア定義の境界は、クラウド向けに構築されており、クラウドと同様、一元化
されたネットワークチョークポイントはありません。完全に分散されており、インター
ネット自体と同じくらいスケーラブルです。ソフトウェア定義の境界は、クラウドネッ
トワークでネイティブに動作するように設計されています。仮想マシンに配置されるの
は、単に変更された境界ベースのデバイスではありません。さらに、既存の企業ネット
ワークと完全に互換性があります。

2021年までに、全企業の60％は、ソ
フトウェア定義の境界を採用し、デ
ジタルビジネス通信用のネットワー
クVPNを段階的に廃止する予定です
。

Gartner、インターネットの「汚水の
たまり場」から サービスを分離すべ
き時が来た

60%

このアプローチはゼロトラスト・
ネットワークアクセスと呼ばれ、主にソフトウェア定義の境界を介して実現されます。

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド

https://www.gartner.com/en/documents/3463617
https://www.gartner.com/en/documents/3463617
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「まずは認証、それから接続」

ソフトウェア定義の境界の基本原則は、「まずは認証、それから接続」というアプローチ
に基づいています。さまざまな役割またはグループをネットワークセグメントに接続し、
それから承認のために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、企業データセンターまたはクラウド内のハイブリッド
環境全体にあるネットワークリソースへのアクセスを制御します。つまり、一貫し
たアクセスポリシーを適用できます。

SDPは、ポートノッキングの洗練されたバージョンである単一パケット認証（SPA）テク
ノロジーを使用して、「まずは認証、それから接続」のアプローチを実施します。SPAは
インフラストラクチャをクローキングするため、ポートスキャンからは見えません。こ
れにより、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。これにより、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：

•

 
すべてのリソースは、潜在的に危険な偵察から見えなくなります

•

 
認証されたユーザーのみが接続できます

•

 

DDoS攻撃を無効化します

•

 

許可されていないユーザーがサーバーに影響を与えることはできません

 

手順2
接続

手順1
認証

ID中心 - 認証されるとアクセス可能

「ゼロトラストアプローチ」に基づいたソフト
ウェア定義の境界

 
「まずは認証、それから接続」

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド

ソフトウェア定義の境界は、ユーザーごとに個別の境界を作成し、より
きめ細かいアクセス制御を可能にします。



 
 
 

 

先程の家のドアの例で言えば、SDPゼ
ロトラストアプローチでは、ドアを
ノックする人を一旦引き留め、その
人が誰であるか、およびその要件を
確認し、それからドアを開いて家の
中に入れます。  

 

 

中に入ると、必要な
部屋にのみアクセスでき、他の部屋
にはアクセスできません。
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テクニカルアーキテクチャ

ソフトウェア定義の境界（SDP）アーキテクチャは、次の3つの主要コ
ンポーネントで構成されています：

 
 

•
 
クライアント — 各ユーザーのデバイスで実行します。

   •
 
コントローラ — ユーザーが認証し、ポリシーが適用され、ユーザーが評価される場所。
コントローラはトークンを発行して、各ユーザーに個別のネットワーク資格を付与します。

•

 

ゲートウェイのセット — 保護されたリソースへのブローカーアクセス。

1. 単一パケット認証（SPA）を使用して、クライアントはコントローラにアクセス要求
を行います。クライアントデバイスは、資格情報を評価し、アクセスポリシーを適用
するコントローラに対して認証されます（個人、環境、およびインフラストラクチャ
に基づいて）

2. コントローラはコンテキストをチェックし、ライブエンタイトル
メントをクライアントに渡します。コントローラは、暗号で署名
されたトークンをクライアントに返します。クライアントには、
承認されたネットワークリソースのセットが含まれます。

3.
 
クライアントはSPAを使用して、ゲートウェイがユーザーのコンテキストに
一致するアプリケーションを検出するために使用するライブエンタイトルメ
ントをアップロードします。ユーザーがリソースにアクセスしようとした時
（例：保護されたサーバーでWebページを開いた、など）、ネットワークド
ライバーは、トークンをクローキングされた適切なゲートウェイに転送しま
す。それからゲートウェイは、追加のポリシーをリアルタイムで適用します
（例：ネットワークの場所、デバイスの属性、または時刻に基づいてアクセ
スを制御する、など）。ゲートウェイは、アクセスを許可したり、アクセス
を拒否したり、ユーザーにワンタイムパスワードの入力を求めるなどの追加
アクションを要求する場合があります。

4.

 
このセッションでは、動的な「1つのセグメント」ネットワークが構築されます。 
許可が与えられると、リソースへのすべてのアクセスは、クライアントから安全な
暗号化されたネットワークトンネルを経由し、ゲートウェイを通ってサーバーに移
動します。アクセスはLogServerを介してログに記録されるため、ユーザーアクセ
スの永続的で監査可能な記録が確保されます。

5.

 

コンテキストの変化を継続的に監視し、それに応じて「1つのセグ
メント」を適応させます。

 

IDプロバイダーSAML、

LDAP、RADIUS

アプリケーション
ゲートウェイ
資格を確認

クライアント

IdP

1

2

5

4

3

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド

コントローラ
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安全なクラウドアクセス

パブリッククラウドのワークロードへのアクセスを保護することは、簡単ではありませ
ん。静的IPベースのファイアウォールは機能しません。それは、クラウドリソースへの
きめ細かいアクセス制御を提供しません。

SDPは、ハイブリッド環境とマルチクラウド環境全体で一貫したセキュリティを提供し
ます。

SDPは、直接
接続を使用するよりもはるかに高度です。それにより、内部IP範囲全体がクラウドネ
ットワークにアクセスできるようになり、既存の脆弱性が拡張されます。

SDPは、新しいクラウドサーバーインスタンスに動的に調整することで、弾性環境に対処
できるようになりました。クラウドセキュリティアライアンス（CSA）は、「SDPは、企業
が今日の複雑な環境でセキュリティ目標を達成するための正しい方法です」と述べていま
す。

オンプレミス
物理

オンプレミス
仮想

Azure

Google

AWS

Colo

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド

静的IPアドレスとポートマッピングを使用し
たアクセス制御は、単純に拡張性がありません。

オンプレミス、コロケーション、およびパブリッククラウド・インスタンスは
すべて、同じ一貫したID中心のセキュリティポリシーとプロセスを持つことができ、
複雑さを軽減し、企業のすべてのセキュリティ制御を確実に順守します。



 
 

 
 

セキュリティチーム
は、

 

 
 

 

その豊
富さと、それに関連する複雑さを受け入
れる必要があります」
- クラウドセキュリティアライアンス（CSA）、

 

「サービスとしてのインフラストラクチャのソフトウェア定義の境界」

「ほとんどの組織は、来たるべき将来に
向けて、複雑で異なる種類のIT環境を持
つことになります。

これを排除すべき問題と見なすので
はなく、ビジネスの一環として、

https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/research/sdp/sdp_for_iaas.pdf
https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/research/sdp/sdp_for_iaas.pdf
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SDPをセキュリティソリューションとして選択すべき理
由

企業は、さまざまな要因に基づいて、セキュリティのビジョンと
戦略を常に評価しています。企業は、下記の問題に対処するため
の全体的なセキュリティ戦略の一部として、ソフトウェア定義の
境界ソリューションを検討する必要があります。

1. ゼロトラストセキュリティモデル

多くの企業は、ゼロトラストモデルを反映するように企業のセキ
ュリティ戦略を改訂しています。SDPソリューションは、ゼロトラ
ストの主要なコンセプトを単一のソリューションに実装します。
Forresterによると、その基本的な要素は以下の3つです：

  •

 
場所に関係なく、すべてのリソースに安全にアクセスできるよう

にします

 •

 

最小権限ストラテジーを採用し、アクセス制御を厳密に実施しま
す

•

 

すべてのトラフィックを検査し、ログに記録します

ソフトウェア定義の境界ソリューションは、すべてのワークロー
ドへのアクセスを保護し、ID中心のポリシーに基づいてきめ細か
いアクセスを提供し、保護されたネットワーク上のすべてのアク
セスとトラフィックをログに記録することで、それらのコンセプ
トに対処します。

2. ID中心のセキュリティ

ソフトウェア定義の境界セキュリティモデルは、従来のIPアドレ
スやデバイスではなく、個々のユーザーに基づいています。SDPソ
リューションは、企業のセキュリティ戦略をID中心のモデルに移
行する基盤として使用でき、主にデバイスのセキュリティまたは
IPソースの宛先を中心に据えた時代遅れのモデルに取って代わり
ます。また、プロセス（その多くはユーザー/従業員ベース）を会
社のセキュリティインフラストラクチャに合わせることができま
す。これにより、企業のセキュリティを損なうことなく、ビジネ
スの速度と成長を向上させることができます。

3. クラウドへの移行

ワークロードをクラウド環境に移行しようとしている企業の場合
、ソフトウェア定義の境界ソリューションは、移行への制御され
たパスを提供します。ソフトウェア定義の境界により、組織は移
行するワークロードと内部に保持するワークロードを選択できる
ため、企業は「オール・オア・ナッシング」アプローチのどちら
かを選択する必要はありません。評価期間の後、価値の高いワー
クロードまたは保護されたワークロードの移動は非常に簡単にな
り、エンドユーザーにとってシームレスなものになります。その
間、セキュリティ管理者は、移行前、移行中、移行後に

4. リモートアクセスおよびサードパーティ 

リモートワーカーおよびサードパーティの請負業者は、どこから
でも、どのデバイスからでもネットワークにアクセスする必要が
あります。すべての接続を同じように扱うと、ユーザーの権限が
過剰になってセキュリティ戦略が非常に脆弱になり、ネットワー
クシステムがデータ侵害の影響を受けやすくなります。ソフトウ
ェア定義の境界は、ID中心のポリシーとアクセス許可を適用する
ことにより、過剰な権限、リモート、およびサードパーティのア
クセスによってもたらされる危険を排除します。SDPソリューシ
ョンは、アクセスを許可するか、確認するか、拒否するかを決定
するために、使用しているデバイス、場所、時刻、その他のデー
タに基づいて、よりきめ細かい制御をもたらすマイクロセグメン
テーション機能を提供できます。

5. セキュリティ操作の簡素化

今日の絶え間なく変化するクラウド環境には、一貫したレベルの
セキュリティを維持しながら、日々の変化に柔軟に対応できるセ
キュリティソリューションが必要です。ソフトウェア定義の境界
ソリューションは、ユーザーベースのセキュリティとアクセスを
一定に保ちながら、企業環境の変化に応じて動的に調整できます
。SDPソリューションは、セキュリティ管理者の介入なしに、変化
する環境で必要とされる変更の多くを自動化することもできます
。SDPソリューションを使用してセキュリティ運用を簡素化すると
、セキュリティとコンプライアンスの目標を犠牲にすることなく
、ビジネス変革に伴う迅速な変更が可能になります。

6. 既存のセキュリティソリューションの強化

ソフトウェア定義の境界の仕様の重要な機能の1つは、企業がネ
ットワーキングとセキュリティに使用している既存のプロセスと
ツールを統合および強化する機能です。多くのソリューションは
オール・オア・ナッシングであり、それを取り入れることは「交
換」を要するものと定義されており、企業は新しいソリューショ
ンのために既存のインストールを排除する必要性が生じます。SDP
ソリューションはそれとは異なり、仕様では、ほとんどのタイプ
のエンタープライズクラスのセキュリティおよび

また、既存のソリューシ
ョンからの呼び出しとログを使用して、セキュリティプロセスと
機能を強化することもできます。

7. コンプライアンスに関する考慮事項

ソフトウェア定義の境界ソリューションは、企業が対処する共通
制御の多くに対処します。ソフトウェア定義の境界は、保護され
たネットワークの外部にあるネットワーク上のシステムの可視性
を制限することにより、監査の範囲を縮小するのに理想的です。
監査の範囲を縮小すると、評価するシステムが少なくなるため、
作業の全体的なコストと複雑さが軽減されることがよくあります
。また、SDPはさまざまなオンプレミスおよびパブリック環境全
体で、一連の統合されたセキュリティポリシーおよび制御を提供
します。これにより、管理ワークロードが減少し、テストと評価
が求められる監査の数が減少します。

ソフトウェア定義の境界の歴史

ソフトウェア定義の境界の基礎は、国防総省（DoD）
内で、分類されたネットワークにアクセスする前に、
認証と承認に基づいて同様のネットワークアーキテク
チャが考案された時に始まりました。現在、SDPは分
類されたネットワークで使用されているのと同じ論理
モデルを活用し、それを標準のワークフローに組み込
んでいます。

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド

単一のセ
キュリティポリシーのセットを維持でき、これらのワークロード
がセキュリティを維持できるようにします。

ネットワーキン
グAPIと統合する機能が呼び出されます。



「SDPの展開は、オンプレミスとクラウ
ドの両方で、企業全体でネットワーク
セキュリティを

 
 

 
 

 

- クラウドセキュリティ
アライアンス （CSA）

実現する方法を変える
きっかけになる可能性があります」
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Appgate SDP

Appgateのソフトウェア定義の境界ソリューションは、Appgate SDPです。これは、ハイブ
リッド型企業向けに構築された、適応性のあるID中心のフルネットワーク・プラットフォ
ームを提供する最も包括的なSDPソリューションです。Appgate SDPはクラウドに依存せず
、ハイブリッドネイティブであり、ビジネスシステムと緊密に統合され、復元力があり、
非常にスケーラブルです。その「1つのセグメント」は、攻撃対象領域と監査範囲を縮小す
るように設計されています。そのメリットは、アクセス制御をビジネスに合わせて調整し
てセキュリティを向上し、コストと複雑さを大幅に削減することです。

ジムは本番環境のSAPデータベースサーバーへのアクセ
スを持つ必要がありますか？
ソフトウェア定義の境界は、アクセスを許可する前に、ラ
イブエンタイトルメントを使用してユーザーの状況を評価
します。

ジムのマシンにはパッチが適用されていますか？
現在のセキュリティ体制は？

今の時刻は？

ジムの場合

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド

彼はどこにいますか？

ジムが作業しているプロジェクトは？
彼のSAP認証情報は？
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ライブエンタイトルメント

Appgate SDPは、静的アクセスルールをライブエンタイトルメントに置き換えます。ライ
ブエンタイトルメントは、動的かつコンテキスト・アウェアなセキュリティ属性であり
、ユーザーIDを確認すると同時に、環境/インフラストラクチャの変更、ユーザーの場所
、時刻、作業の機密性などの変化する要素に適応するために必要な柔軟性を提供します
。ライブエンタイトルメントは、従来の静的ファイアウォールのルールを変更する時に
必要になることが多い手動操作なしでセキュリティを維持します。Appgate SDPでは、ラ
イブエンタイトルメントは、ユーザーコンテキストの変更（開いたサービスチケットな
ど）の監視、またはパブリック/ハイブリッドクラウド環境の動的な性質に関連する変更
に基づいて、自動的に更新されます。さらに、ライブエンタイトルメントは拡張可能で
スクリプト化可能です。ハイブリッドIT環境が変化すると、この機能はヒューマンエラ
ーの除去に役立ちます。

ライブエンタイトルメントは、以下のような多様な基準に基づいて、ジムが本
番環境のSAPサーバーデータベースにアクセスできるかどうかを評価します：

ジムのID

ジムが作業しているプロジェクトおよびその時間

ジムの作業場所

ジムが使用しているデバイスの種類

ジムが使用して
いるデバイス

8pm

オフィスネット
ワーク

このケースでは、管理者はこれら
の属性の3つ（ジムが誰であるか
、いつ作業しているか、どこから
作業しているか）を考慮するポリ
シーを設定します。

Appgate SDPは、これらの属性に基づいて、
ジムがアクセスできるネットワークリソース
を決定します。Appgate SDPは、ネットワー
クに存在するリソースを「学習」します。こ
れは、自動解決機能またはAPIを使用して、
IPアドレスの固定リストをインポートするこ
とによって行われます。

Appgate SDPは、それらの属性に基づいて、
ジムがアクセスできるリソースを自動で決定
します。ジムは、時間、場所、デバイスに基
づいて認証された後、動的なライブエンタイ
トルメントを使用してSAPデータベースにア
クセスできるようになります。

固定

自動解決機能

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド

API

ネットワークリソース
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１つのセグメント

さまざまな役割またはグループをネットワークセグメントに接続
し、それから承認のために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、Appgate SDPは、ユ
ーザーごとに個別の境界を作成し、よりきめ細かいアクセス制御
を可能にし、個々のユーザーが仕事に必要なものだけにアクセス
できるようにします。Appgate SDPは、このアクセス制御にポリシ
ーのリアルタイムの理解を提供します。

Appgate SDPは、特定のインフラストラクチャにアクセスしようと
するすべてのエンドポイントが、リソースにアクセスする前に認
証および承認されるようにします。ユーザーが承認されたリソー
スとのセッションを開始すると、Appgate SDPは暗号化されたトン
ネルを作成し、トラフィックがユーザーデバイスから保護された
リソースにのみ流れるようにします。これにより、「1つのセグメ
ント」が作成され、システム自体を含め、ネットワークの残りの
部分がユーザーから完全に見えなくなります。 Appgate SDPを含
むすべてのリソースは、許可されていない全ユーザーに対し完全
に「暗く」なります。ゲートウェイとコントローラは完全にクロ
ーキングされているため、プローブ、スキャン、または攻撃する
ことはできません。この機能を使用すると、システムのポートス
キャンで開いているポートが表示されなくなり、ネットワークの
偵察を防ぎ、ネットワーク内の横方向の動きを制限することで、
ネットワークの攻撃対象領域を減らします。

セッションが開いている間でも、ライブエンタイトルメントは、
ユーザーのポスチャ、クラウドの変更を含むユーザー環境および
インフラストラクチャの変更を検出し、アクセス権限をほぼリア
ルタイムで自動的に調整できます。次に、Appgate SDPは、この
新たに検出されたポスチャまたはコンテキストの変化に基づいて
、ステップアップ認証を強いるか、セッションを完全に終了しま
す。

APPGATE SDPは、従来のネットワークセキ
ュリティの課題を克服します

Appgate SDPは、ファイアウォール、VPN、ネットワークアクセス
コントロール（NAC）など、多くの従来のネットワークセキュリ
ティ・ソリューションが直面する問題を克服します。

ファイアウォールは静的で柔軟性がありません

ファイアウォールは、構成されて忘れられることがよくあります
。なぜなら、ファイアウォールは一度設定されると、通常はその
変更に大幅な変更チケットが必要になり、IT管理者はそれをした
がらないためです。また、ファイアウォールはユーザーではなく
、ポートとアドレスも調べます。これらは特定のユーザーに対応
するようには設計されていないため、管理者は例外を追加したり
、アクセス用の穴を開けたりします。Appgate SDPはID中心であ
り、ユーザーのコンテキスト（ユーザーがどこにいるか、どのデ
バイスを使用しているかなど）に適応するため、ファイアウォー
ルの静的で柔軟性のない性質を克服します。

VPNは、ハイブリッド環境全体に脆弱性を拡
大します

VPNはすべてに対して認証を行い、静的でインテリジェントを
欠いており、過剰な権限のアクセスを提供します。多くの場合
、企業は、オフィスネットワークにリモート社員用VPNを導入
してアクセスを制御し、

しかし、このアプローチはハイブリッド環境全体
にすべての脆弱性を効果的に拡張し、悪意のあるユーザーがオ
ンプレミスまたはクラウド内で横方向に移動できるようにし、
中途で損害を引き起こします。

過去には、企業VPNアクセスの認証情報の盗難により、多くの企業
でデータが失われました。VPNは通常、ユーザーにネットワーク全
体への幅広いアクセスを許可するため、弱い認証情報管理の中で
も最も弱い障害点の1つです。

それとは対照的に、Appgate SDPは広範なネットワークアクセスを
許可せず、明示的に許可されたホストのみにアクセスを制限しま
す。これにより、認証情報が盗まれた場合の脅威が制限され、ID
、認証情報、およびアクセス管理の脆弱性に対するセキュリティ
アーキテクチャの復元力が高まります。

ソリューションは、特定のリソースに対するきめ細
かいアクセス制御を提供せず、クラウドに拡張しま
せん。

NACは、エンドポイントデバイスへのネットワークリソースの可
用性を制限することにより、ネットワークセキュリティを強化す
る方法です。しかし、NACは境界内で機能するように設計されてい
ます。それが内部ネットワークの周囲に境界を構築し、ユーザー
を確認し、一旦ドアを開けて中に入ると、ユーザーはネットワー
クに完全に、または少なくとも大部分にアクセスできてしまいま
す。

Appgate SDPは、ユーザーおよびユーザーセッションごとに個別の
動的に調整されたネットワークセグメントを提供します。これは
、きめ細かい制御で企業ネットワークを保護し、ハイブリッド環
境に拡張するための「1つのセグメント」です。

保護されたリソース
クラウド、ハイブリッド、

またはオンプレミス

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド

1対1の暗号化された
ネットワーク
セグメント

それからハイブリッドリソースにアク
セスします。
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Appgate SDPは、サイバー攻撃、コンプライア
ンス、クラウドへの移行に対応します

SDPは、特定の種類のサイバー攻撃、コンプライアンス、範囲の
縮小に関する課題も克服します。

データ漏えい

Appgate SDPは、事前認証と事前承認のレイヤーを追加すること
により、公開されているホストの攻撃対象領域を減らすのに役
立ちます。これにより、サーバーとネットワークのセキュリテ
ィの「最小権限アクセス」モデルが保証され、データ漏えいの
多くの攻撃ベクトルが減少します。

サードパーティによる認証情報の盗難

OneLoginは、ハッカーがAWS APIにアクセスするために一連のAWS
キーを取得した例です。

Appgate SDPは、多
要素認証に動的なコンテキスト条件チェックを使用し、既存のエ
ンタープライズSIEMソリューションと統合して、ユーザーの場所
、時刻、デバイスの衛生状態などの変更が発生した時に即座にセ
キュリティを提供します。それにより、サードパーティの認証情
報盗難に起因するデータ漏えいを防ぐことができます。

悪意のある内部関係者

Appgate SDPは、悪意のある内部関係者が損害を与えることを制
限します。適切に構成されたSDPシステムには、ユーザーをビジ
ネスの実行に必要なリソースのみに制限するアクセスポリシーが
あります。したがって、他のすべてのリソースは非表示になりま
す。

コンプライアンス

Appgate SDPは、ハイブリッドシステム全体で監査可能かつ均一な
ポリシー施行を提供し、監査準備時間を大幅に短縮します。それに
際し、IPアドレスをユーザーに関連付ける必要はありません。

範囲の縮小

コンプライアンスコストは上昇し続けており、コンプライアンス
コストを削減する最も簡単な方法の1つは、

Appgate 
SDPは、ネットワーク全体（およびネットワークに接続されてい
るシステム）が監査分析ツールに表示されないようにすることで
、監査範囲を大幅に縮小できます。これらのシステムが監査の範
囲から除外されると、労力のレベルが大幅に低下し、

DDoS攻撃

DDoS攻撃は、最も一般的なサイバー攻撃の1つであり、グローバル
なDDoS攻撃の数は増え続けています。Appgate SDPは、ネットワー
クリソースを非表示にすることで、DDoS攻撃を排除し、悪意のあ
る攻撃者が攻撃対象を見ることを防ぎます。

マイクロセグメンテーション

Appgate SDPは、ワークロードまたは保護されたリソースへのアク
セスを許可された個別のユーザーまたはグループにきめ細かいセ
キュリティポリシーを割り当てることにより、マイクロセグメン
テーションを提供します。マイクロセグメント化されたネットワ
ークは、一般的な規制コンプライアンス要件になりつつあり、
Appgate SDPのネットワークセキュリティ設計を実装することで、
これらの要件の基準をほとんどを満たし、上回ることができます
。

クラウドの移行と統合

Appgate SDPは、保護されたワークロードをクラウド環境に移行
する組織向けに、制御された移行パスを作成します。 Appgate 
SDPは、オンプレミスからクラウドベースのワークロードやイン
フラストラクチャまで、組織のさまざまな環境に一貫したセキ
ュリティポリシーを適用します。

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド

その後、ハッカーは追加の偵察のために
いくつかのインスタンスを作成し、ユーザーキーなどのユーザー
情報を含むデータベースにアクセスしました。

監査の範囲で考慮さ
れるシステムとインスタンスの数を減らすことです。

一般に監査
評価のコストが低下します。
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ケーススタディ：

複数の市場にわたる膨大な量の金融データを分析して潜在的な不正を検出するある金融サ
ービス規制機関は、毎日最大750億の市場取引を監督しています。

AWSで大規模なビッグデータ分析を実行するこの機関は、これらのリソースへの安全な
アクセスとコンプライアンスを確保する必要がありました。コンプライアンスデータ
の収集、レポートの準備を減らし、開発、品質保証、本番環境を分離しながら、コン
プライアンスを破ることなくAWSデプロイメントへのDevOpsユーザーアクセスを自動化
するソリューションが必要でした。

その機関は、ID管理システムに接続されたユーザー向けポータルを使用して自動フレーム
ワークを構築しました。これは、DevOpsチームが新しいAWS EC2インスタンスをインスタン
ス化するために使用しました。セキュリティとコンプライアンスの観点から、ポータルが
インスタンスごとに一意のSSHキーを生成する必要がありました。また、各ユーザーのネッ
トワークアクセスを、有効な認証情報を持っているリソースのみに制限する必要がありま
した。これは、従来のネットワークセキュリティソリューションが対応できなかった課題
です。

しかし、Appgate SDPの力により、その機関は以下を実現できるソフトウェア定
義の境界を採用することができました：

 
ID中心の非常にきめ細やかなアクセス制御

Appgate SDPを使用することで、その機関はID中心の非常にきめ細かいアクセス制御ソリ
ューションを手に入れました。すべてのユーザーは、特定の要件と資格に基づいて個別化
された、動的に調整されたネットワーク境界を取得します。 これにより、Appgate SDP
がAWS環境でユーザー認証されたインスタンスとサービスへのネットワークアクセスを提
供する前に、ユーザーとデバイスのコンテキストがリアルタイムで評価されるようになり
ました。

リアルタイムアクセスの変更

シンプルなポリシーを導入することで、ネットワークアクセスは、クライアント側とク
ラウドインフラストラクチャ側の状況の変化にリアルタイムで自動的に適応します。追
加または削除されたすべての新しいインスタンスは、ポリシーを変更することなく、自
動的に追跡され、ユーザーのアクセス資格から追加または削除されます。Appgate SDPは
ポータルと簡単に統合され、新しいインスタンスが作成された時に各ユーザーのネット
ワークアクセスを自動的に調整します。これにより、セキュリティが簡素化および強化
され、開発チームの生産性が向上します。

Appgate SDPを使用すると、ネットワークシステムが自動化され、シンプルなルール
によって駆動され、コンプライアンスおよび監査目的でログに記録されます。

コンプライアンスのための完全な監査追跡

Appgate SDPは、組織のコンプライアンスの課題も克服しました。デプロイ時にすべ
てのインスタンスにポリシー施行を適用し、SSHキー管理の問題を解決します。ポリ
シーは、ユーザー属性に基づいて自動的に調整されます。Appgate SDPは、ユーザー
アクセスとアクティビティの詳細なログを提供して、監査要求データのニーズを効率
的に提供し、監査範囲を縮小します。

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド

AWSリソースの保護
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ケーススタディ：  

Appgate SDPは、組織のセキュリティ体制に劇的かつ即時に影響を与えること
ができます。

とあるNYCベースのヘッジファンドは、IT環境を独自のデータセンターとマネージドホ
スティングプロバイダーに分散させていました。多くの企業がそうであるように、そ
のネットワークセキュリティは、ファイアウォールやVPNなどの従来の境界ベースのテ
クノロジーに基づいていました。新しいCISOは、企業の脆弱性を判断するための外部
ベースライン評価を望んでいました。

セキュリティコンサルタントには単一のVPN認証情報が与えられ、企業ネットワークに
接続できるようになりました。そこから、彼らは簡単なポートスキャンを行うことがで
きましたが、彼らが見られるものは、CISOの心配の種となりえるものでした。そのコン
サルタントは、通常のVPNユーザーとして接続している時にネットワークをスキャンす
ることににより、内部ネットワークおよびWi-Fiネットワーク全体で4,300ものネットワ
ークサービスを見ることができました。また、ホスティングプロバイダーのネットワー
ク内で、自分と他の顧客の両方のネットワークサービスを確認することもできました。
この大規模な攻撃対象領域は、CISOが修正を施す最優先課題となりました。さらに、さ
ほど緊急の要件ではありませんが、CISOは、どのユーザーがどのシステムにアクセスし
たかについて報告したいとも考えていました。これは、将来の監査に対する課題でした
。

セキュリティリスクに迅速に対処するために、同社はAppgate SDPを実装しました。
Appgate SDPは既存のIDストアに統合され、シンプルで一般的なロジックポリシーを活
用して、ヘッジファンドが3週間以内にAppgate SDPを完全に展開できるようにしまし
た。実装されると、コンサルタントは個々のユーザーと同じポートスキャンを実行し
てみましたが、1つのネットワークサービスだけが表示されるようになりました。

Appgate SDPは、ネットワーク内の可視性を低下させるために、安全1つのセグメント
を動的に作成しました。この事例では、ネットワークの攻撃対象領域を4,300からた
ったの1つに減らすことができました。Appgate SDPのユーザー中心のアプローチと実
施されたロギング機能に基づいて、同社は監査の欠点も排除することができました。

ソフトウェア定義の境界の決定版ガイド

攻撃対象領域の劇的な削減
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最後に

従来のセキュリティソリューションから離れて、ソフトウェア定義の境界に
目を向けるべき時代がやってきました。ハイブリッド環境全体に実装するこ
とで、

この決定版ガイドでは、ソフトウェア定義の境界のメリットと、市場をリー
ドするソリューションであるAppgate SDP（今日のハイブリッド型企業向けに
構築されたID中心のセキュリティソリューション）の詳細について概説して
います。Appgate SDPは、重要なデータを内部および外部の脅威から保護する
と同時に、コストを大幅に削減します。

Appgateについて

Appgateは、複雑な脅威を阻止し、コストを削減し、運用効率を高め、世界を
リードするゼロトラスト・ソフトウェア定義の境界アーキテクチャを含む一
連のネットワークセキュリティおよび不正防止ソリューションを通じて、そ
れらに依存する人々の生活を保護する安全なアクセスソリューションを提供
します。

Appgateは、デジタル資産を保護しようとしているグローバル企業から高
い信頼を得ています。真に安全なアクセスを導入したい方は、以下のWeb
ページにアクセスしてみましょう。

 

www.appgate.com

テスト駆動Appgate SDP

20分間のガイダンス付き実践体験により、Appgate SDP独自の
機能をテストできます。

 

専門家に相談

ここからお客様のご質問に答えたり、カスタムデモをご提供
したり、価格決定についてご相談していただいたりすること
ができます。

 

企業はID中心のゼロトラスト・ハイブリッド・クラウドソリューショ
ンを利用できるようになります。

http://www.appgate.com 
https://ww2.appgate.com/testdrive_appgate-sdp
https://ww3.appgate.com/sdp/talk_with_an_expert



