
概要

企業では、これまでにないユーザエクスペリエンスを実現し、新しいビ

ジネスモデルを実装し、ITの効率化を進めるため、デジタルトランス

フォーメーションへの取り組みに拍車がかかっています。ネットワークは、

企業がイノベーションを実現するのに必要なアジリティを左右する重要

な要素です。IoTベースのユースケースやハイブリッドワークの導入が

急速に進む中で、ネットワーク戦略には変化を続けるビジネス要件への

柔軟な対応が求められており、このことはセキュリティに大きな影響を

もたらします。

ネットワーク境界を中心とした従来型のセキュリティアプローチは、スタ

ンドアロンのセキュリティ戦略としての有効性を失いつつあります。

ArubaのゼロトラストおよびSASEセキュリティフレームワークに対応し

た組み込み基盤により、Aruba ESP (Edge Services Platform) は、これ

まで信頼されてきたネットワークリソースに厳格なセキュリティのベスト

プラクティスとセキュリティ制御を適用することで、エッジからクラウドま

でのセキュリティを実現します。

役割ベースのアクセスセキュリティを導入する理由

デバイスやユーザーに付与するリソースアクセスを最小限にするアクセス

制御ポリシーを実装して、タスクの遂行に必要のないリソースにアクセス

できないようにすることが、ゼロトラストおよびSASEセキュリティフレー

ムワークの基本的な考え方です。IPアドレス、サブネット、またはユーザー

の場所に基づいたアクセス制御ポリシーでは、手動での煩雑なネット

ワーク構成が必要でミスが起こりやすく、ビジネスニーズに合わせてす

ばやく拡張することができません。

Arubaの市場をリードするダイナミックセグメンテーションでは、役割と

それに対応するアクセス許可に基づいてトラフィックをセグメント化する

ことで、ITリソースに対して権限を最小限にしたアクセスを確立します。

ダイナミックセグメンテーションでは、有線、無線、およびWANのネット

ワークで役割ベースのアクセスとポリシー適用を統合し、ユーザーとデバ

イスが役割に応じた相手とのみ通信できるようにすることで、トラフィック

のセキュリティと分離を維持します。

Central NetConductorとは
ネットワークの複雑化とグローバルな拡大が続くなかで、組織はトラ

フィックのセグメント化を効率的に行い、センシティブなアプリケーショ

ンへのアクセスを制御し、データプライバシーを確保することが求めら

れています。組織は、拡張性、標準化、保護の強化、効率化に対応す

Aruba Central NetConductorのユースケース
エッジからクラウドまでのゼロトラストおよびSASEセキュリティに対応したクラウドネイティブな 
ネットワークオーケストレーションと自動化

るため、EVPN/VXLANなどのネットワークオーバーレイやプロトコルの

導入を模索しています。ただし、これらの取り組みには高度な専門知識

やノウハウが必要で、構成が大幅に複雑化し、管理上のオーバーヘッド

も大きくなるため、ITチームとセキュリティチームの双方にとって大きな

負担になります。

Aruba Central NetConductorを利用すると、クラウドネイティブなセ

キュリティサービスとオーバーレイベースの適用によって上記の問題に

対処し、最適なパフォーマンスが得られるようにネットワークインフラス

トラクチャを自動的に構成して、グローバルな規模できめ細かなアクセ

ス制御セキュリティポリシーを適用することが可能になります。Central 

NetConductorでは、クラウド経由でダイナミックセグメンテーションを

管理し、アクセスポリシーを一元的に定義し、選択に基づいて分散型 

または一元型のいずれかのオーバーレイでアクセスポリシーを適用でき

ます。Central NetConductorでは、ネットワーク管理者とセキュリティ 

チームが同じツールセットを利用してネットワークの保護と最適化を行う

ことができます。

ソリューションの構成要素

Client Insights – 内蔵されたAIベースのクライアント監視と 

フィンガープリンティング機能により、インフラストラクチャの 

テレメトリーと機械学習ベースの分類モデルを活用してネット

ワークの死角を排除できます。

クラウド認証 – MACアドレスベースの認証またはクラウド アイデ

ンティティストアとの連携を通じて、エンドユーザーおよびクライ

アントデバイスのスムーズなオンボーディングが可能になります。

ポリシーマネージャ – ユーザーとデバイスのグループを定義し、

物理ネットワークに対する関連するアクセス適用ルールを作成し

ます。

ファブリックウィザード – 直感的なグラフィカルユーザーインター

フェイスを使い、構成手順を自動生成してスイッチやゲート 

ウェイにプッシュすることでオーバーレイを容易に作成できます。

https://www.arubanetworks.com/ja/solutions/aruba-esp/
https://www.arubanetworks.com/ja/faq/what-is-zero-trust/
https://www.arubanetworks.com/ja/faq/what-is-sase/
https://www.arubanetworks.com/ja/solutions/dynamic-segmentation/
https://www.arubanetworks.com/ja/resource/aruba-central-netconductor-solution-overview/
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以下のユースケースでは、さまざまな業種のお客様環境での展開シナ 

リオを用いて、Central NetConductorソリューションのコンポーネントの

機能について詳しくご紹介します。

ユースケース1: ネットワークエンドポイントの 
識別とセキュリティ保護 
問題: 

ある世界的な医療機関は、拡張性、自動化、組み込みのセキュリティ

に対応した将来のニーズにも対応可能なインフラストラクチャを実現す

るため、既存の有線/無線ネットワークのモダナイゼーションに取り組ん

でいました。パンデミック後の期待に応えるため、医療の満足度を向上

させ、患者に合わせてパーソナライズしたケアを提供し、新たなデジタル

プロセスの迅速な導入体制を実現したいというのが、この機関の目標

でした。

しかし、医療の物理的な境界が見えにくくなり、ゲストデバイスやIoT 

デバイスの急増に対処するため、この組織では、すべての医療機器や

ユーザーなどをプロファイリングし、適切にネットワークアクセスを割り

当てられるようにする必要がありました。セキュリティに死角があると 

脆弱性の脅威にさらされ、データプライバシーガイドラインの順守が 

危うくなります。事業規模を考えると、デバイスを可視化するために追加

ソリューションを導入することは望ましい方法ではありませんでした。

ソリューション: 

このお客様は、Aruba CentralでClient Insightsを使用することで、 

コレクターやエージェントを追加でインストールすることなく、AIを活用

したクライアントの識別とプロファイリングを実現しました。Client 

Insightsは、アクセスポイント、スイッチ、ゲートウェイ、クライアントか

らのネイティブのインフラストラクチャテレメトリーを活用します。機械

学習ベースの分類モデルを使って、多様なIoTデバイスを含むさまざま

なクライアントの識別と正確なプロファイリングが行われます。Client 

Insightsでは、クライアントを継続的にモニタリングすることもできます。

Central NetConductorのコンポーネントとして使用したり、ClearPassと

組み合わせたりすることで、クローズドループのエンドツーエンドのアク

セス制御を実現できます。

Client Insightsを使用することで、この医療機関は、患者モニター、 

点滴ポンプ、ラボ診断機器などの医療機器を含むデバイスを正確にプ

ロファイリングし、ClearPassと組み合わせることで、許可されたユーザー

だけにアクセスを制限することができました。このことが、Central 

NetConductorを用いた役割ベースのアクセスセキュリティをグローバ

ルに導入する取り組みの重要な第一歩となりました。

ユースケース2: グローバルな規模での 
ポリシー適用の自動化

問題:

ある多国籍化学メーカーでは、グローバル規模での事業拡張の一環と

して、拡張性と俊敏性を高めるためにネットワークのモダナイゼーション

に取り組んでいました。このメーカーでは、オフィス環境と生産環境を

含む大規模な分散型ネットワークを使用していたため、ポリシー管理の

方法がきわめて複雑で非効率なものになっていました。

変更や追加を行うたびに、いくつもの場所で何行ものACLステート 

メントを手動で更新しなければなりませんでした。運用が複雑であるだ

けでなく、こうしたCLIベースのナレッジは移転が難しく、個人の知識や

ノウハウに大きく依存することになるため、組織にとってのリスクになって

いました。

このメーカーのオフィス環境は、ゲストデバイス、IoTデバイス、職場の

管理対象デバイス、会議用テクノロジー、スマートビルディングテクノ 

ロジー、プリンターなどの無線機能付きデバイスで構成されています。

また、生産環境では、生産設備、研究室の研究設備、生産ラインの制御、

サイトセキュリティ、産業用IoTがサポートされ、複雑なアクセスポリシー

のマトリックスが使用されていました。

この組織では、実装が容易で日常運用での手動操作の少ない一元化さ

れたオーバーレイベースのアプローチを検討していました。

ソリューション:

このお客様は、Central NetConductorのポリシーマネージャを使用して、

グローバルなネットワーク全体でポリシー管理の簡素化と自動化を行う

ことができました。ポリシーマネージャによって、ユーザーおよびデバイ

スグループの一元的な定義と関連する役割ベースのポリシーを用いてセ

キュリティインテントを基にポリシーを設計することで、基盤となる複雑

なネットワーク構造を抽象化することができました (図1を参照)。

たとえば、ネットワーク管理者は、「リサーチエンジニアにワークステー

ションから研究室設備へのアクセスを許可し、個人用デバイスからのア

クセスを拒否する」といったルールをビジネスインテント ワークフロー

を使ってネットワークポリシーに変換できるため、何百行ものACLステー

トメントの作成やメンテナンスおよび動的ポートの再構成を行う必要が

なくなりました。

グループポリシー識別子 (GPID) – クライアントポリシーの情報を

トラフィック内で伝送し、インラインでポリシーを適用することで、

構成とセキュリティのオーバーヘッドを軽減します。

ファブリック対応のArubaスイッチとゲートウェイ – グループポリ

シー識別子で定義されたルーティング手順とアクセス権限に基づ

いて構成と適用をサポートします。

https://www.arubanetworks.com/ja/resource/visibility-and-insight-for-todays-iot-driven-networks/
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役割情報はEVPN/VXLANの標準ベースの分散型オーバーレイファブ

リックを介して伝播され、Aruba CXスイッチとゲートウェイによってイン

ラインで読み取られて中断なく適用されます。クライアントのセキュリ

ティ状況が変化すると、クライアントの役割が自動的に変更されてアク

セスが制限され、その後、役割の変更がネットワークに対して伝播され

ます。このネットワークへの伝播は、ポリシー情報を伝達するグループ

ポリシー識別子 (GPID) をパケットヘッダーに組み込んで、ネットワーク

でトラフィックそのものを介してアクセス制御情報を伝達することによっ

て行われます。

また、このお客様にとっては、自社の無線環境ですでに使用している

ClearPassのNACとシームレスに統合できることや、有線ネットワークで

利用しているサードパーティ製のNACソリューションとの相互運用が 

可能であることも大きなメリットでした。

ユースケース3: ファブリックの展開と 
オーケストレーションの自動化 
問題:

世界各地に数百か所の拠点を持つある大手輸送および鉄道製造事 

業者は、新規ビジネスをサポートするため複数の拠点でサイトの拡張に

取り組んでいました。この企業では、この取り組みの一環として、イーサー

ネットプロトコルを活用した従来型の産業用アプリケーションをキャンパス

全体に広げることができるようにするため、オーバーレイファブリックの

利用を検討していました。また、大掛かりなIPアドレス再マッピングを

使用せずに、これを実現したいと考えていました。

しかし、この企業では、ITの専門家チームが一元化されており、専門的

スキルが不足していたため、限られたローカルのIT要員で複雑なファブ

リックの展開と維持に対応することには懐疑的でした。また、本稼働ま

での時間の遅れにつながる、重複タスクや人的ミスによるダウンタイム

を解消することも重要でした。

ソリューション:

Central NetConductorのファブリックウィザードを使用することで、この

お客様はオーバーレイファブリックの展開を簡素化し、80%近い時間の

短縮を実現しました。自動化とそれに伴って効率性が向上したことで、

本稼働までの時間短縮を実現することができました。

ファブリックウィザードでは、シンプルなUIベースのワークフローを利用

してビジネスインテントをファブリック全体の構成に変換できます。生成

されたCLIの構成が基盤となるデバイスに自動的にプッシュされるため、

手動で数多くのコード行や構成ルールを1週間がかりで処理していたプ

ロセスを人的ミスなしで数分で行えるようになりました。ITチームには、

EVPN、VTEP、VNI、VRFなどのファブリックの概念についての幅広い

知識は必要なく、ローカルITチームがCLIコードを記述する必要もあり

ませんでした。

この企業では、世界各地の数百か所のサイトでCentral NetConductor

のポリシーマネージャを使用し、オーバーレイファブリックを利用して 

役割ベースのアクセスポリシーを導入することも計画されています。

AOS-CX
スイッチ

AOS-10
ゲートウェイ

エンドポイントクライアント

役割およびポリシーオーケストレーターNACおよびID
管理

脅威センサーおよび

ポリシーの適用

クライアント

プロファイリング

役割ベースの

ポリシー構成
ストリーミングテレメトリーと

クライアントフィンガープリンティング

ファブリックエッジデバイス

Client Insightクラウド認証

認証と

役割の割り当て

または

NetConductorのポリシーマネージャ

ARUBA CENTRAL

クライアントタグ

図1: Central NetConductorによるグローバルな役割ベースのポリシーオーケストレーション
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ユースケース4: サードパーティ製品との 
相互運用性と段階的な移行

問題:

すべての主要な地域に製造工場とオフィスを持つある自動車メーカーは、

グローバルなネットワーク全体でグループベースのポリシーを用いて 

エンドツーエンドのセグメンテーションを実現したいと考えていました。

このメーカーでは、ユーザー /デバイスのグループとポリシーを定義し、

これらのグループからアクセスできるアプリケーションとサービスを制御

するための一貫性のあるきめ細かなアプローチを必要としていました。

このメーカーの大規模な拠点には、数千台のスイッチ、数万台のアク 

セスポイント、および数十万台以上のクライアントエンドポイントが存在

していました。この規模のネットワークを絶えず手作業で管理していた

ため、運用は非効率なものになり、コストの増加につながっていました。

オーバーレイファブリックを使用すると、これらの大規模なネットワーク

管理の問題の改善につながることは明らかでしたが、このお客様は 

コア環境でサードパーティ製のネットワークインフラストラクチャを使用

していました。戦略的なビジネス上の優先度と予算の制約を考えると、

フォークリフトアップグレードによるインフラストラクチャの更新は現実

的な選択肢ではありませんでした。

ソリューション:

このお客様は、Central NetConductorを使用することで、広く利用され

ているEVPN/VXLANプロトコルをベースに、グローバルな組織全体に

インテリジェントなオーバーレイを展開することができました(図2を参照)。

独自仕様の機能ではなく、標準ベースのテクノロジースタックを活用し

ているため、完全な置き換えを行うことなく、お客様の既存のサードパー

ティ製ネットワークデバイスを基盤となる物理ネットワークの一部として

使用することができました。

このお客様は、UIベースのわかりやすいワークフローを利用して、ビジ

ネスインテントを検証済みの構成に変換した後に、この構成を自動的に

展開することができました。また、Aruba Centralによってオーバーレイの

健全性が常にモニタリングされ、AIを活用した提案が示されて、自動

的にトラブルシューティングが行われます。

これにより、この企業は必要としていたアジリティを実現し、ITチーム

の負担を軽減して戦略的なプロジェクトに注力できるようになりました。

現在、この企業は、Aruba Centralを使用して有線ネットワークと無線 

ネットワークの管理の統合に向けて段階的な移行に取り組んでいます。

ユースケース5: ソリューション導入の柔軟性
問題

ある世界的な金融サービス事業者は、カスタマーエクスペリエンスと 

従業員エクスペリエンスを向上させるためデジタルトランスフォーメー

ションに取り組んでいました。この企業では、顧客に対して一貫性のあ

るオムニチャネルエクスペリエンスを実現するため、従業員があらゆる

場所で業務を行えるように、セキュアなハイブリッドワークの機能を実現

したいと考えていました。

このためには、自社のグローバルな環境全体に役割ベースのポリシー

を効率的に実装する必要がありました。この企業では、すでにいくつか

の主要な場所のブランチ拠点を対象に、ダイナミックセグメンテーション

を利用して役割ベースのアクセスを実現していました。この企業では、

ゲートウェイを利用してセキュリティ強化と規模拡張を図っている環境内

の既存設備を保護しながら、自社の有線、無線、WANネットワーク全体

で役割ベースのアクセスとポリシー適用をグローバルに統合することを

望んでいました。

イーサーネットVPN

•  オーバーレイ制御プレーン
•  IPまたはMPLSネットワーク上での異なるレイヤー
    2/3ドメイン間の仮想接続

Virtual extensible LANs

•  データプレーン
•  標準的なネットワーク仮想化オーバーレイプロトコル
•  レイヤー2ネットワークアドレス空間の拡張

EVPN-VXLAN

図2: EVPN/VXLANの標準ベースのオーバーレイファブリック
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お問い合わせはこちら: www.arubanetworks.com/contact

概要

Aruba Central NetConductorのユースケース

ソリューション:

この企業では、Central NetConductorを使用することで、大規模なキャ

ンパス環境全体で分散型のオーバーレイベースのアプローチを導入する

ことができました。これらの環境に分散型のオーバーレイファブリックを

導入したことで、優れたパフォーマンスとスケーラビリティが実現し、 

さらに、セキュリティ検査のためにトラフィックを最適なパス以外の部分

に送信する必要もなくなりました。

また、IT要員が限られているため、簡単に展開できるアプローチが必要

な小規模なブランチでは、既存の一元型のオーバーレイベースのアプ

ローチを維持することができました。Arubaのゲートウェイは、スイッチ、

アクセスポイント、ゲートウェイ間でGREトンネルを使用する一元型 

モデルのイングレスポリシー適用ポイントとして機能するため、ステート

フルなレイヤー 7 ポリシーエンフォースメント ファイアウォールとディープ

パケットインスペクション機能によるセキュリティの強化が実現されます。

一元型モデルと分散型モデルが1つの環境内で共存できるため、この 

企業では、Central NetConductorのポリシーマネージャを使ってポリ

シーを一元的に定義し、アクセスデバイスごとに適用を行うことで、 

分散型のアプローチに徐々に移行していくことを計画しています。

重要なポイント

さまざまな業種のお客様がネットワークのモダナイゼーションに取り組ん

でいますが、これらのお客様が直面する可視性とセキュリティの課題に

対応するには、ゼロトラストおよびSASEセキュリティフレームワークを

実装する基盤として役割ベースのアクセスポリシーを導入することが 

不可欠です。しかし、お客様は既存の環境の大掛かりな見直しが必要

な画一的なソリューションを望んでいる訳ではありません。

Central NetConductorでは、クラウドネイティブなセキュリティサービス

を利用してネットワークオーケストレーションとポリシー管理を行い、 

インテントベースの自動化されたワークフローを使ってポリシー設計と

ネットワーク運用を簡素化することができます。Central NetConductorは、

Arubaのネットワーク向けに最適化されていますが、柔軟性と相互運用

性に対応した設計になっているため、お客様はネットワークの規模や 

複雑さに関係なく、ビジネスニーズに沿ったペースでソリューションを

導入することができます。

詳細については、こちらをご覧ください:  

arubanetworks.com/CentralNetConductor

一元型のオーバーレイファブリック

イングレスポイントで適用 (ゲートウェイ/コントローラー) イングレスとイーグレスで適用

分散型のオーバーレイファブリック

図3: ダイナミックセグメンテーションの一元型のオーバーレイと分散型のオーバーレイ

https://www.arubanetworks.com/ja/company/contact-us/contact-us-form/
https://www.arubanetworks.com/ja/products/network-management-operations/central/netconductor/

