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概要
ほとんどの組織では何らかの形でデジタルトランスフォーメーション（DX）が進められており、
どのように製品やサービスを市場に投入し、最終的にどのような価値を顧客に提供するかとい
うことについて、変革が起きています。しかし、DX イニシアチブの促進にはネットワークオペ
レーション業務を複雑化するという弊害もあります。ビジネスクリティカルなサービスは複数
のクラウドに分散しています。このことが潜在的なパフォーマンスの問題の原因となっており、
特にその傾向は支社において顕著になっています。
この現状を踏まえると、SD-WAN（Software-Defined Wide-Area Network）テクノロジーが瞬
く間に台頭してきたことも不思議ではありません。残念ながら、SD-WAN は DX のパラドック
スの例となっています。革新的なテクノロジーにはビジネスをさらなる高みへと引き上げる潜
在能力がありますが、それらのテクノロジーによって攻撃対象領域が拡大し、組織が重大なリ
スクにさらされる可能性があるからです。そのため、SD-WAN の導入は、他の DX への取り組
みと同様にセキュリティトランスフォーメーション（SX）を伴うものでなければなりません。
この場合の SX とは、古くなった原則を再検討し、データセンターを超えて保護を拡大し、可視
化と制御を一元管理するために、セキュリティアーキテクチャを統合することを意味します。

デジタルトランスフォー
メーションによって、ますま

す多くのサービスがクラウド
に移行するようになっており、
その結果、従来のネットワーク
アーキテクチャは隅に追いや
ら れ、SD-WAN が 注 目 を 集 め
ています。

DX の課題
今日の企業における IT 分野の最も重要なビジネストレンドが、DX であることに間違いありません。DX によって、企業はアジリティとスケーラ
ビリティをより迅速に改善可能となります。これは、多くの業界で極めて重要な要素です 1。DX は、デジタル対応のエンタープライズを超越した、
完全なデジタルエンタープライズを実現します。デジタルエンタープライズとは、
「ハイパーコネクテッド、アダプティブ、
インテリジェント、アジャ
イルな特性を備え、新しい業務プロセス、ポリシー、組織との高度な統合が可能な革新的能力をもたらすテクノロジーを活用する」企業を意味し
ます 2。
DX は、企業毎に若干異なるように思われますが、ほぼ確実にハイブリッドクラウドアーキテクチャへの依存度が高まることが特徴です。このこ
とは、ネットワークオペレーション部門にとって、既存のオンプレミスリソースを複数の外部クラウドネットワークと組み合わせ、ユーザーがど
こにいるかを問わず、そういったリソースやアプリケーションの可用性とパフォーマンスを確保しなければならないことを意味します。

DX のネットワーキングニーズに対応する SD-WAN
ますます多くのサービスがクラウドに移行するに伴い、「従来のネットワークアーキテクチャは、クラウド優先の組織のワークロードを処理する
ようには構築されていない」3 ことが明らかになってきています。その結果、他の重要な DX テクノロジーとして、SD-WAN が急速に成長してい
ます。この「急速」という言葉は、SD-WAN を表現するものとしてよく見かけられます。IHS Markit による調査では、74% の企業が 2017 年に
SD-WAN を試験導入し、その多くが今年に入ってからこのテクノロジーを本格的に導入配備していることが明らかとなっています 4。
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SD-WAN は、本社から離れた場所で働くユーザーにクラウドアプリケー
ションへの高性能のアクセスを提供するため、支社におけるネットワー

74% の企業が 2017 年に SD-WAN

クのアジリティを改善し、以前は不可能だったレベルの自動化を促進
します。具体的なメリットとしては、以下のようなものがあります。

を試験導入し、その多くが今年に入っ

1. クラウドへの直接アクセス：SD-WAN は、バックホール、つまりク

てからこのテクノロジーを本格的に
導入配備しています 7。

ラウドと支社のすべてのトラフィックをデータセンター経由でルー
ティングする処理を不要にします。これにより、すべてのユーザー
がその所在地を問わず重要なクラウドサービスに直接アクセスでき
るようになります。

もちろん、DX に端を発するテクノロジーの大半が組織の攻撃対象領域

2. アプリケーションパフォーマンスの改善：ビジネスクリティカルな
トラフィックや、VoIP（Voice over Internet Protocol）などのリアル
タイムサービスが優先され、最も効率的なルートを経由するように
SD-WAN を構成することができます。トラフィックの送信オプショ
ンがいくつかあれば、回線のオーバーロードによるパケット損失

を拡大するため、多くの場合セキュリティは DX イニシアチブにとっ
て最大の障壁と見なされます 8。SD-WAN の導入をはじめとするすべ
ての DX イニシアチブを成功させるためには、対応する SX（セキュリ
ティトランスフォーメーション）が不可欠です。

や、トラフィックの混雑が原因のレイテンシーの低減に役立ち、パ

SX がセキュアな SD-WAN を実現

フォーマンスやユーザーエクスペリエンスが向上します 。

SX には、長年にわたって適用されてきたエンタープライズセキュリ
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3. ビジネスアジリティの強化：ネットワークプランナーは、従来の

ティ関連の原則の再検討が不可欠です。たとえば、境界ベースのセキュ

WAN のように追加の MPLS（MultiProtocol Label Switching）用の帯

リティモデルの場合、新たなクラウドサービスが展開される度に有効

域幅を導入展開するために、数週間または数か月も前から計画を立

性が低下するため、SD-WAN ではまったく機能しません。また、SX で

てる必要がなくなります。また、複数の支社で充分なネットワーク

はセキュリティを後付けで考えるのではなく、DX のプランニング段階

パフォーマンスを確保しなければならないことが原因で、他の DX

で組み込む必要があります。DX イニシアチブ、計画、展開を担当する

イニシアチブの進行が妨げられることもなくなります。

すべてのチームが、セキュリティバイデザイン（Security by Design：

4. コスト節約：SD-WAN を利用することで、既存の MPLS 回線だけで
なく、LTE やブロードバンドで接続するパブリックインターネット
を含めた複数のチャネル経由で、効率的にトラフィックをルーティ

計画的なセキュリティ導入）、セキュリティバイデフォルト（Security
by Default：初期段階からのセキュリティ導入）の原則に従わなければ
なりません。

ングすることができます 6。その結果、新たに MPLS 帯域幅を追加

SD-WAN の導入に関しては、ネットワークセキュリティ部門とネット

するコストを抑制可能になります。

ワークオペレーション部門がソリューションに関する意思決定プロセ
スを共有し、最終選考が完了した時点でセキュリティ戦略を実施する必

ネットワークセキュリティの低下を招く SD-WAN
DX における SD-WAN ネットワークアーキテクチャのメリットについ
て、議論の余地はありません。しかし、SD-WAN には明らかなデメリッ
トもあります。SD-WAN が導入され、ローカルでインターネットにア
クセスする各拠点では、攻撃対象領域が拡大することに加えて、ネッ
トワークセキュリティチェーンにおいて脆弱なリンクが増えることに
なります。SD-WAN の導入以前から、支社のセキュリティレベルは本
社に比べて低いことが多いため、既存の問題をさらに悪化させます。

要があります。従来、これらのチームはサイロ化されており、場合に
よってはお互いが競い合うように業務を行うこともあります 9。しかし、
チームが連携することによって、以下のように SD-WAN を取り巻く真
のセキュリティ上の懸念事項に戦略的に対処できるようになります。
nnDX

イニシアチブの推進と SD-WAN インフラストラクチャによって

拡大する攻撃対象領域のセキュリティを確保する 10
nnマルウェアのネットワークへの侵入や拡散を防ぐ
nnリモートの事業拠点で不足する熟練の

11

IT セキュリティ担当者の業務

を補完する
nnネットワーク全体の可視化とエンタープライズ全体のセキュリティ

の一元管理を実現する
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SD-WAN に は、 必 然 的 に セ キ ュ リ
ティトランスフォーメーションを伴
います。つまり、境界の保護をはじ
めとする、長年にわたるエンタープ

ライズセキュリティの原則を 再検
討する必要があるのです。
統合こそ SX 実現の鍵

最近のある調査によると、大手の組織ではサイバー攻撃関連の不正侵
入が 2 年間で 20 件発生しており、そのうちの 4 件でセキュリティが
侵害され、データの損失やウイルス感染などの被害が発生しているこ
とが明らかになっています 12。問題の一部として挙げられるのが、典
型的な攻撃を検知するだけで 6 か月以上（197 日）も要しており、そ

過去 2 年間で 20 件のサイバー攻撃による
不正侵入 が一般的な企業に被害を及ぼしていま
す。不正侵入の検知に 6 か月以上も要しているこ
とから、従来のセキュリティパラダイムは崩壊し、
組織はデータの盗難、ランサムウェア、業務オペ
レーションの停止などのリスクを抱えることにな
ります。

の間に攻撃者が組織内で自由に水平移動（ラテラルムーブメント）が
可能であることです 13。このような脅威の大部分は、従来のセキュリ
ティ対策の回避を意図した高度な攻撃です。SD-WAN やその他の DX

SX を推進してセキュアな SD-WAN を実現

イニシアチブを戦略的に展開しなければ、そういった脅威の問題をさ

SD-WAN の導入は、企業の支社ネットワークにおいて具体的なバリュー

らに悪化させることになります。
DX を推進するために SD-WAN を導入する際には、SX も同様に重要で
あることを考慮しなければなりません。SD-WAN ではネットワークトラ
フィックがデータセンターを迂回するため、ネットワークセキュリティ
アーキテクチャを拡大する必要がありますが、その結果セキュリティ
アーキテクチャのサイロ化を招いてはいけません。万全のセキュリティ
を備えた SD-WAN ソリューションを採用することで、セキュリティを
ネットワークに統合し、複数の拠点を持つ分散型のエンタープライズ
環境全体を保護することが可能になります。その結果、一元的な可視

をもたらす絶好の機会となります。その導入に際して、IT やセキュリ
ティの責任者は以下の点に留意することが重要です。
nnSD-WAN

は、多くの組織における DX 推進の根幹となる

nnSD-WAN

は、支社でのクラウド利用促進、アプリケーションパフォー

マンスの改善、ビジネスアジリティの強化、コスト削減など、具体
的なビジネス価値をもたらす
nn多くの場合、SD-WAN

は攻撃対象領域の拡大を招き、最も脆弱なセ

キュリティリンクとなる可能性がある

化と制御、セキュリティプロセスの完全な自動化、脅威インテリジェン

nnSD-WAN

のセキュリティを確保するには、SX が不可欠である

スの動的な共有、ネットワークの耐障害性の向上がすべて実現します。

nnセキュア

SD-WAN 実現の鍵は、統合である
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