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概要

社内、自宅、あるいはその中間地点など、従業員の勤務場所に関係なく、重要なアプリケーションやリソースに安全かつ認証に基づいて
アクセスできる環境は、現代の大半の組織で常に必要とされています。SASE（セキュアアクセスサービスエッジ）ソリューションは、信
頼性と柔軟性に優れたソリューションを提供し、ハイブリッドのWFA（Work From Anywhere：場所に縛られない働き方）モデルへの恒
久的な移行を可能にします。SASEソリューションは、セキュアリモートアクセス、セッション / アプリケーションごとの高度な認証、エン
タープライズクラスのセキュリティを、どこからでも利用できる単一のクラウドベースソリューションに結合し、従来の社内勤務で利用
されている保護機能やパフォーマンスをリモートワーカーにまで拡張します。

ただし、SASEソリューションはすべて同じではありません。アプリケーションごとのアクセス、セキュリティ機能、セキュリティの有効
性などはソリューションによって大きく異なります。また、ハイブリッドネットワークを使用する組織では、管理すべきテクノロジーが
さらに追加されることで、人員が不足している IT担当者の負担が増える可能性があります。特に、問題の検知やユーザーエクスペリエン
スの最適化のために、エンドツーエンドで環境を管理しようとすればなおさらです。自社環境に適した SASEを評価する場合、複数のコ
アユースケースを調べ、さまざまな重要機能を慎重に検討する必要があります。
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現代のハイブリッドワーカーによるサイバーセキュリティへの影響

大多数のビジネスにとって、ハイブリッドワーカーは新しい現実
となっています。常に自宅で仕事をしている従業員の割合は、世
界各国で昨年から倍増しています 1。ある調査によると、ビジネ
スおよび ITリーダーの 83%がハイブリッドワークを今後の事業
運営の中心として捉えており、42%はパンデミックの収束後も従
業員の半数以上が常時ハイブリッド方式の勤務を続けると見てい
ます 2。

現代のビジネスにおけるもう一つの実態として、効率性、コスト
削減、柔軟性を強化するため、クラウドに移行されるアプリケー
ションやサービスが増加しています。アプリケーションソフト
ウェア、インフラストラクチャソフトウェア、ビジネスプロセス
サービス、およびシステムインフラストラクチャ市場では、2025
年までに全消費の半分がクラウドに移行するでしょう 3。

ただし、サイバーセキュリティチームにとっては、こうした事業
運営の急激な変化によって新たな問題が生じています。最近の調
査によると、セキュリティおよびビジネスリーダーの 80%が、リ
モートワークが原因で組織はより多くのリスクにさらされている
と感じています 4。それを裏付けるデータもあります。昨年は攻
撃総数が 31%増加しましたが、これはサイバー犯罪者がビジネス 

ネットワークの急激な変化を悪用しようとした結果です 5。昨年
はデータ侵害の成功件数も増加し、過去の年間記録を 23%上回
りました 6。

このように問題が増加している原因の多くは、現在の課題への対
処がまったく考慮されていない旧式または不十分なセキュリティ
にあります。たとえば、多くの企業は、新型コロナウイルスのパン
デミックが発生してから数週間以内に、従来の VPN（仮想プライ
ベートネットワーク）による接続ではリモートワーカーの増加に
対応しきれないことに気づきました。VPNでは規模に応じた運用
が意図されておらず、結果的にセキュリティの問題が発生しまし
た 7。VPNは多数のリスクも伴います。特に、ネットワーク構成
が不完全な場合はなおさらです（コロニアル・パイプラインへの
攻撃は、まさにそうした VPNを経由して実行されたものです）8。
さらには、クラウドへの認識不足やセキュリティの迂回によって、
別のセキュリティギャップも生まれてしまいます 9。

急速に進化する今日のハイブリッドな職場環境を保護するには、
SASEソリューション戦略のように堅牢で目的に応じたセキュリ
ティが求められます。
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職場環境のハイブリッド化、新しい接続 
オプション、ビジネスクリティカルアプリ
ケーションのクラウドへの追加配備など
により、あらゆる組織の攻撃対象領域は 
急拡大しています 10。
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単一ベンダーによる SASEアプローチ

あらゆる場所でユーザーに安定した接続とセキュリティを提供
するには、ネットワーキングソリューションとセキュリティソ
リューションをエッジとクラウド内でコンバージする必要があり
ます。最も基本的なレベルの SASEは、複数の NaaS（Networking-
as-a-Service）機能と SaaS（Security-as-a-Service）機能を 
1つのソリューションに結合します。異なるベンダーのソリュー
ションを統合しようとしても、このような結合は上手くいきま
せん。しかし、プラットフォームを中心とした単一ベンダーの
SASEソリューションなら、テクノロジーを統合し、ネットワー
キングとセキュリティの機能をコンバージして運用効率を向上さ
せることができます。ただし、SASEソリューションは独立した
存在ではありません。安全で信頼できる接続を確保し、場所を問
わず必要に応じて優れたユーザーエクスペリエンスを提供するに
は、大規模なネットワーキング / セキュリティアーキテクチャへ
のシームレスな統合が可能な SASEソリューションを見つけるこ
とも、組織にとっては重要です。

新たなチャンス到来のときにはいつもそうであるように、緊急の
ニーズに応えて新市場の一角を占めようとするベンダーが必ず出
現します。しかし、そうしたソリューションの多くは期待どおり
の効果を上げておらず、なかには未成熟なテクノロジーや不適切
な機能に依存しているものもあります。その多くは独立したス
タンドアロンソリューションとして動作し、既存のセキュリティ
テクノロジーや拡大を続けるハイブリッドネットワークと連携し
ていません。組織がシームレスなソリューションを構築し、ソ
リューションを複雑化するのではなく合理化するのに役立つ製品
はほとんどありません。

また、急速に拡大し変化し続けるハイブリッドネットワークを管
理する組織では、管理すべきテクノロジーがさらに追加されるこ
とで、人員が不足している IT担当者の負担が増える可能性があり
ます。多数の SASEベンダーで使用されている手作業による制御
やスクリプト、そして不十分な脅威インテリジェンスは、変化の
激しい今日の脅威についていくことができないため、組織は脆弱
な状態に置かれることになります。
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SASEの真の目的は、クラウドソフト
ウェアとネットワーキングツールの
コンバージェンスによって、より適切
な方法でサイバーセキュリティテクノ
ロジーを提供することです 11。
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ソリューションの選択：検討事項

重要な機能を評価し、リモートワーカーの保護に最適な SASEソリューションを選択する場合、7つの重要な検討事項があります。

1. 単一ベンダーの SASEアプローチ

異なるベンダーのソリューションを統合型 SASEアーキテクチャ
として連携させようすると、構築が難しいうえに、保守やトラ
ブルシューティングで多大な時間を要します。単一ベンダーの
SASEアプローチでは、ネットワーキングとセキュリティをコン
バージし、管理、最適化、およびポリシー適用のすべてを 1つのイン
ターフェイスで制御することができます。さらに、その単一ベン
ダーソリューションが分散ネットワークでの相互運用も可能で、
クラウドとオンプレミスのデバイス間でシームレスに接続を切り
替えることができれば理想的です。これにより、ネットワークの
いずれか一方のエッジで接続や制御を終了する代わりに、アクセ
スおよびセキュリティポリシーによってユーザーとアプリケー
ションをエンドツーエンドで追跡することが可能になります。ビ
ジネス環境全体でネットワーキングとセキュリティを正しくコン
バージすることによってのみ、組織は包括的なゼロトラストアー
キテクチャを実装し、一貫したセキュリティと優れたユーザーエ
クスペリエンスを場所を問わずに提供することができます。

2. 複数のユースケースに対応する統合型エージェント

ユースケースごとに異なるエージェントをオンボーディングして
いると、保守業務は瞬く間に複雑かつ高額になってしまいます。
効果的な SASEソリューションは、ZTNA、CASB（クラウドアク
セスセキュリティブローカー）、エンドポイント保護など複数の
ユースケースを単一のエージェントでサポートします。さらには、
トラフィックを自動的にリダイレクトし、クラウドベースのセ
キュリティによってアセットとアプリケーションを保護します。
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3. セキュアインターネットアクセス

リモートワークが新たな日常となる中、インターネットに直接ア
クセスするユーザーによって、組織の攻撃対象領域は大幅に拡大
しています。有効なソリューションは、ユーザー（またはアプリ
ケーション）をその所在にかかわらず追跡し、適切な機能を提供
して保護できなければなりません。

クラウドベースのセキュリティソリューションには、暗号化トン
ネル（従来の VPNなど）を上回る機能が求められます。また、
トラフィックを検査し、既知および未知の攻撃を検知して対応す
るように設計された、エンタープライズクラスのセキュリティソ
リューションのポートフォリオを提供する必要があります。つま
り、優秀な SASEソリューションは、SWG（セキュアWebゲー
トウェイ）機能が組み込まれており、データとアプリケーション
を監視してWebベースの攻撃から保護するほか、URLフィルタ
リング、DNSセキュリティ、フィッシング対策、アンチウイル
ス、アンチマルウェア、サンドボックス、ディープ SSLインスペ
クションなどの機能も備えています。

4. 柔軟なセキュアプライベートアクセス

柔軟な SASEソリューションは、企業アプリケーションの配置場
所がプライベートデータセンターであろうとパブリッククラウド
であろうと、それらのアプリケーションへの安全なアクセスを提
供します。統合型 ZTNAでは、認証されたユーザーに対して、ア
プリケーションごとに明示的なアクセスが許可され、永続的な
トンネルは不要です。ZTNAは IDとコンテキストに基づいてアク
セスを許可し、継続的な検証を行うことで、ネットワーク上で誰
が何を使用するかを効果的に制御します。SASEソリューション
は SD-WANおよび NGFWソリューションとシームレスに統合さ
れ、SASE PoPを通じてインテリジェントなステアリングや動的
ルーティング機能を提供します。また、企業アプリケーションへ
の最短パスを自動的に検出して保護することで、優れたユーザー
エクスペリエンスを実現します。これらすべての機能が単一の
エージェントによって提供され、ZTNA、トラフィックリダイレ
クト、CASB、エンドポイント保護などに対応していれば理想的
です。
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5. セキュア SaaSアクセス

効果的な SASEソリューションは、アプリケーション、デバイ
ス、ユーザー、ワークロードの配置場所に関係なく、安全なアク
セスを提供する必要があります。これは、キャンパス、拠点、自
宅、モバイル環境の間を定期的に移動するハイブリッドワーカー
にとって不可欠な機能です。SaaSアプリケーションに対する企
業の依存度が高まっていることから、クラウドベースの効果的な
セキュリティソリューションによってミッションクリティカルな
データも保護し、ユーザーがオンプレミスかオフプレミスかに関
係なく、エンタープライズクラスのセキュリティでクラウドベー
スの情報を安全に保管しなければなりません。さらには、インラ
インと APIベースの両方の機能をサポートして、デュアルモード
の CASBにも対応する必要があります。これにより、クリティカ
ルデータを保護すると同時に、シャドー ITの課題を特定して解決
します。以上を踏まえて、組織の SASEソリューションには、主
要な SaaSアプリケーションを可視化する、リスクのあるアプリ
ケーションを通知する、きめ細かいアプリケーション制御によっ
て機密データを保護する、アプリケーションに含まれるマルウェ
アを管理対象 / 対象外のデバイスで検知しこれに対処する、など
の機能が求められます。

6. 柔軟な利用方法とオンボーディングの簡素化

SASEソリューションを選択する際の検討事項はテクノロジーだ
けではありません。支払い方法も考慮する必要があります。適切
な SASEを使用すれば、組織はビジネスにかかる費用を CapEx（設
備投資）モデルから OpEx（運用費）モデルに移行することがで
きます。効率的に移行するには、ソリューションにシンプルなラ
イセンス体系が採用されており、組織が過剰なハードウェアに資
本を投下することなく、ビジネスの成長に応じたコストや、セキュ
リティの利用状況を予測できなければなりません。

継続的なコスト削減が、オンボーディングの簡素化やエンドポ
イント管理システムの強化につながる可能性もあります。集中管
理によって効率的な運用ときめ細かい分析が可能になり、事前生
成されたオンデマンドレポートも利用できます。たとえば、ユー
ザー、エンドポイント、および VPNのイベントに関するログを
作成し、効率的なトラブルシューティングを実行できます。
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7. シンプルなクラウドベースの管理

クラウドベースの SASE管理システムは、包括的な可視性、レポー
ト作成、ロギング、および分析機能を提供します。これにより、
セキュリティ運用が効率化されるとともに、平均検知時間（MTTD）
と平均修復時間（MTTR）が短縮されます。ただし、SASEのセキュ
リティ要素が、サイロ化したポイントソリューションとして動作
していると、セキュリティチームに不要な負担を強いる場合が 

あります。特に、限られた IT担当者でハイブリッド環境を管理し
ている組織では、その可能性が高くなります。

クラウドに配置された SASEコンポーネントとオンプレミスのセ
キュリティソリューションがシームレスに連携すれば、統合機能
はさらに強化され、一貫したポリシーをオーケストレーションし
て適用することができます。
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信頼できるWork From Anywhere（場所に縛られない働き方）

米国の労働人口の約 50%が長期にわたって自宅勤務を続けてい
ることを受けて 12、ハイブリッドワーカーの保護という課題は近
いうちに、セキュリティチームが常に向き合わなければならない
現実となりそうです。コアユースケースの解決に必要な機能を適
切な SASEソリューションに正しく実装すれば、分散した従業員
に安全で信頼できるアクセスを提供するとともに、エンタープラ

イズクラスのクラウドベースセキュリティでリモート接続を強化
することができます。さらに、厳選されたソリューションによっ
て、組織は重要な業務に専念すると同時に、複雑な統合を手作業
で管理する必要性を排除し、進化し続けるエンドツーエンドのハ
イブリッド IT環境で一貫したセキュリティ態勢を構築することで
きます。
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