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SASE とは
セキュア アクセス サービスエッジ（SASE）は、クラウドのネットワーキング機能とセキュリ
ティ機能を組み合わせることにより、ユーザの作業場所を問わず、アプリケーションへのセ
キュアなアクセスを提供します。コア機能には、ソフトウェアデファインド ワイド エリア ネッ
トワーク（SD-WAN）、Firewall as a Service、セキュア Web ゲートウェイ（SWG）、クラ

ウド アクセス セキュリティ ブローカ
（CASB）、ゼロ トラスト ネット ワークアクセス
（ZTNA）
が含まれます。SASE モデルの目的は、
（これまでサイロ化されたポイントソリューションで
提供されていた）これらの機能を単一の統合クラウドサービスに集約することにあります。

組織にとっての SASE のメリット：

接続

コントロール

統合

場所を問わずあらゆる環境で、アクセスする必要があるアプ
リケーションやデータにユーザをシームレスに接続できる。

ユーザの作業場所を問わず、アクセスを制御して適切なセ
キュリティ保護を適用できる。

ネットワーキング機能とセキュリティ機能を統合し、サービ
スとしてセキュアな接続を提供できる。
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セキュア アクセス サービスエッジへの移行を促進する要因
デジタルビジネスの変革とワークフォースの分散が進む中、
あらゆる場所に存在するリソースへの場所や時間を問わな
いアクセスの必要性が高まっています。このような変化に対
応するには、柔軟な導入および消費モデルで単一の統合
サービスとしてアクセスを提供できる、クラウドに移行する
ためのネットワーキングとセキュリティが必要です。
ワークフォースの分散は今に始まったことではありません
が、最近はそのペースが加速しています。SASE は、原理
自体は長年存在していましたが、アプリケーションへのリ
モートアクセスと「場所を問わず作業できる」ことが組織の
最優先事項になったことにより、現在注目を集めています。
このような移行により、データセンターではなくユーザがハ
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ブとなっています。作業リソースや作業アプリケーションへ
のセキュアなアクセスを提供するために、今ではユーザを「1
つのブランチ」として扱う必要があります。
ただし、従来のブランチがなくなったわけではありません。
一部のユーザはもうすぐオフィスに戻る可能性があり、従業
員の分布は必ずもう一度変化します。従業員が職場に戻り
始めてはいますが、最近の Gartner 社の調査では、回答者
の 82% が場合によってリモートワークを許可するつもりで
あることが明らかになりました 1。絶え間なく変化するこの
時代においても、ユーザは必要なアプリケーションへのシー
ムレスな接続を期待しています。

SASE は、ネットワーキングチームとセキュリティチームを
緊密に連携させて IT 環境を簡素化し、コラボレーションを
強化して応答時間を短縮する、クラウドネイティブ機能を
ベースとしています。最高の成果を得られるよう、Gartner
社は、幅広いセキュリティ機能と信頼できる実績に裏打ち
された柔軟性とパフォーマンスの高いネットワーキングを提
供できる、単一の SASE ベンダーを選択することを組織に
推奨しています。
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シスコのアプローチ
シスコの SASE アーキテクチャは、ネットワーキング、ク
ライアント接続、セキュリティ、およびオブザーバビリティ
機能のすべてを組み合わせて、単一のオファーで提供しま
す。シスコのアプローチは、次のような点で組織の役に立
ちます。

• クラウドへの最も高速で信頼性の高いセキュアなパスを
確保することでパフォーマンスを最適化。

• リモートワーカー、ビジネス拠点、コネクテッドデバイス、
ワークロードに到達するアプリケーション、データ、イン
ターネットへのアクセスを保護。

• クラウドを活用してインフラストラクチャの複雑さを解消
し、即座に拡張できる瞬発力を得ることで、ビジネスの
俊敏性を向上。

• ユーザの本人確認とデバイス正常性の検証を柱とするゼ
ロ トラスト ネットワーク アクセスを採用し、セッション
ごとにアプリケーションへのアクセスを保護。

• 利用するネットワークやクラウドを問わず、ユーザから
アプリケーションまでをエンドツーエンドに可視化して
監視。

シスコの SASE のアプローチは、シンプルさ、可視性、
効率性を実現します。組織は、将来インフラストラク
チャを進化させる柔軟性を得てオンプレミスとクラウ
ドへの投資を保護することにより、既存の機能を活
かすことができます。オンプレミスからクラウドにサー
ビスを移行するときに、すべての環境に一貫してポリ
シーを適用できます。ネットワーキングとセキュリティ
両方のオープン API により、任意の製品やシスコの
幅広くオープンなエコシステムへの統合を簡単に進め
て最適な機能を容易に選択できます。

数字で見る SASE

40%

64%

45%

80%

20%

2024 年までに SASE を導入する
ための明確な戦略を策定する企
業の割合 2

ネットワークセキュリティの確保
が 2 年前より難しくなっていると
考えている割合 3

保護されたアプリケーションに対
するアクセス要求のうち、リモー
トから行われているものの割合 4

一部のキャパシティで SD-WAN
を使用しているか評価している組
織の割合 3

2023 年までに同じベンダーの
SWG、CASB、ZTNA、およびブ
ランチ FWaaS 機能を導入する予
定にしている企業の割合 2
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シスコの SASE アーキテクチャの
コンポーネント

SD-WAN による接続：Viptela と Meraki を搭載した Cisco SD-WAN
Cisco SD-WAN は、予測可能なユーザ アプリケーション
エクスペリエンスを実現しながら、ブランチと本社、デー
タセンター、およびマルチクラウド環境を接続する、クラ
ウドで提供されるオーバレイ WAN アーキテクチャです。
オンプレミスまたはクラウドベースの統合セキュリティの
柔軟性により、IT 部門は独自の方法で SASE の導入を進
められます。Cloud OnRamp を使用した複数のクラウド
プロバイダーとの広範な統合によって複雑さが排除され、
より自動化された真のゼロタッチのエクスペリエンスが実

現します。分析機能は、問題を迅速に切り分けて解決す
るのに必要な可視性とインサイトとともに、高度なネット
ワーク インテリジェンスを提供します。これらはすべて、
自動プロビジョニング、統合ポリシー、統合ワークフロー
などの機能によって IT 運用を簡素化する、一元化された
ダッシュボードで管理できます。Cisco SD-WAN のクラ
ウドファーストのアーキテクチャにより、IT 部門は常に、
あらゆるユーザをあらゆるクラウドのあらゆるアプリケー
ションに柔軟に接続できます。

メリット

最大の SD-WAN
ソリューション
プロバイダー
世界最大の SD-WAN ソリューションプロ
バイダーであるシスコは、市場シェア No.1
を誇り、お客様は 3 万社を超えています。
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• マルチクラウド、セキュリティ、ユニファイド コミュニケー
ション、アプリケーション最適化のための統合機能により、
あらゆるユーザをあらゆるアプリケーションに接続できる。

• Cloud OnRamp for IaaS によってパブリッククラウドに
SD-WAN ファブリックを拡張し、一貫性のあるポリシー
を適用しながらワークロードへのアクセスを自動化できる。

• 包括的なオンプレミスとクラウドベースのセキュリティ
（お
よび Cisco Umbrella の統合）を活用して、コンプライ
アンスを維持しながら、SASE アーキテクチャへの移行
を促進できる。

• Cloud OnRamp for SaaS により、リアルタイム分析を
使用してユーザを最適なパスに導き、アプリケーション
パフォーマンスを最適化できる。

• リアルタイムの分析、可視性、およびビジネスクリティカ
ルなアプリケーションの制御により、アプリケーション
エクスペリエンスを向上させてサービスレベル契約
（SLA）
に対応できる。

• インテントベースのポリシーを一元管理し、ネットワーク
全体にセキュリティを適用して運用を簡素化できる。
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シスコの SASE アーキテクチャの
コンポーネント

リモートアクセスによる接続：AnyConnect
Cisco AnyConnect は、組織を保護すると同時に、リモー
トワーカーがデバイス、時間、場所を問わずインターネッ
トやエンタープライズ ネットワークにスムーズに、かつ非
常に安全にアクセスできるようサポートするセキュリティ
エンドポイント エージェントです。拡大するエンタープラ
イズ ネットワークにアクセスするユーザとデバイスを特定
するのに必要な可視性と制御機能も提供します。Cisco

AnyConnect の幅広いセキュリティサービスには、リモー
トアクセス、ポスチャの適用、Web セキュリティ、ローミ
ング保護などが含まれます。Cisco AnyConnect は、堅
牢で使いやすく、非常にセキュアなリモート ユーザ エクス
ペリエンスの実現に必要なあらゆるセキュリティ機能を IT
部門に提供します。

メリット
• インターネットと内部リソースまたはアプリケーションへ
のユーザアクセスを合理化できる。

• 複数のデバイスとプラットフォームを柔軟にサポートで
きる

• オンプレミスまたはオフプレミスのネットワークにアクセ
スするユーザを詳細に可視化できる。

• クラウドセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、およ
びアクセス機能を実現する 1 つのクライアントでインフ
ラストラクチャを簡素化できる。

• ポリシーを適用してすべてのユーザのデバイスポスチャを
確認できる。
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シスコの SASE アーキテクチャの
コンポーネント

ゼロ トラスト ネットワーク アクセス：Cisco Secure Access by Duo
Cisco Secure Access by Duo は、ユーザ、デバイス、
場所を問わず、アプリケーションと環境のすべてのアクセ
スを保護する、包括的な ZTNA ソリューションを提供し
ます。ZTNA は、組織のネットワークアーキテクチャか
ら信頼を排除するという概念に重点を置いた、セキュリ
ティに対する戦略的なアプローチです。ZTNA モデルは、
すべてのリソースが外部にあるものとみなし、絶えず信頼
を検証して必要なアクセスのみを許可します。
Duo では、アクセスが試行されるたびにユーザの本人確
認を行ってデバイスの正常性を検証することにより、ワー

クフォースに対するゼロトラストを実現するとともに、カ
スタム セキュリティ ポリシーですべてのユーザを保護で
きます。これにより、環境内での不正なラテラルムーブメ
ントを防止し、ログイン情報の侵害や危険なデバイスだ
けでなく、アプリケーションやデータへの望ましくないア
クセスに対するセキュリティを確保できます。Duo は、
シンプルで効果的な多要素認証（MFA）、包括的なデバイ
スの可視性、適応型ポリシー、VPN の有無を問わないリ
モートアクセス、あらゆるアプリケーションに対応するシ
ングルサインオン（SSO）などの機能を提供します。

メリット

ゼロトラストのリーダー
シスコは、Forrester 社の Wave on Zero
Trust において 2 年連続でリーダーに選出され
ました。
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• 要求元にかかわらず、すべてのアクセス要求でユーザとデ
バイスの信頼を確立できる。
• アプリケーションとネットワーク全体のアクセスを保護で
きる。
• 信頼を拡張し、分散ネットワーク全体で今日の企業をサ
ポートできる。

• 数週間ではなく、わずか数時間から数日でオンプレミス、
クラウド、リモートアクセス、および VPN に迅速なセキュ
リティ保護を導入できる。
• 管理者による管理とヘルプデスクチケットを減らすと同時
に、アクセスセキュリティを一元化することで時間とコス
トを節約できる。
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シスコの SASE アーキテクチャの
コンポーネント

クラウドセキュリティの
パイオニア
Cisco Umbrella は、業界をリードするセ
キュリティの有効性とパフォーマンスを備え
た包括的な保護機能を迅速に提供します。
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クラウドセキュリティによる制御：Cisco Umbrella
Cisco Umbrella は、シスコの SASE アーキテクチャの中
核となるクラウドネイティブの多機能セキュリティサービ
スです。ファイアウォール、セキュア Web ゲートウェイ、
DNS レイヤセキュリティ、クラウド アクセス セキュリティ
ブローカ（CASB）
、および脅威インテリジェンス ソリュー
ションを単一のクラウドサービスに統合し、あらゆる規模
の企業がユーザ、アプリケーション、データを保護できる
ようにします。ダイレクト インターネット アクセスを取り
入れる組織が増加していますが、Umbrella を使用すれば、
ローミングユーザやブランチオフィスに簡単に保護を拡張
できます。Umbrella は、スループットの多いデータセン
ターを世界中で幅広くカバーするとともに、1000 を超え
る世界トップクラスのインターネット サービス プロバイ
ダー（ISP）
、コンテンツ配信ネットワーク（CDN）
、SaaS
プラットフォームと連携し、あらゆる要求を最適なルート

で転送することにより、卓越した速度と効果的なセキュリ
ティを実現してユーザ満足度を向上させています。
Umbrella は、DNS レイヤセキュリティを活用して、接続が
確立される前に、マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、
ボットネットに対する要求をブロックします。セキュア Web
ゲートウェイは、すべての Web トラフィックのロギングと
詳細な検査により、透明性と制御性を向上させて保護を強
化します。クラウドで提供されるファイアウォールは、環境
全体に一貫して適用できる IP、
ポート、
およびプロトコルルー
ルを使用してトラフィックを記録したりブロックしたりする
のに役立ちます。クラウドアプリケーションの使用を検出し
て制御する CASB 機能が含まれています。
（すべての
Umbrella のサブスクリプションに含まれる）Cisco
SecureX により、脅威の調査と修復を迅速化できます。

メリット
• ネットワークやエンドポイントに到達する前に早い段階で
脅威を阻止できる。

• コンテキストに応じたインテリジェンスにより、脅威の調
査と修復を迅速化できる。

• すべてのポートとプロトコルに信頼性の高いセキュリティ
を幅広く適用できる。

• 単一のセキュリティダッシュボードを活用することで管理
を効率化できる。

• ネットワークの内外で迅速かつスケーラブルなセキュリ
ティ保護を実現できる。

• 2006 年以降稼働時間が 100% のグローバル クラウド
アーキテクチャにより、信頼性の高いパフォーマンスを得
られる。
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シスコの SASE アーキテクチャの
コンポーネント

オブザーバビリティ：ThousandEyes
インターネットやクラウドサービスへの依存度が高まる
中、自社で所有していないか直接制御できないネットワー
クが増加しています。インフラストラクチャを所有してい
ない場合でも、サービスプロバイダーによるトラフィック
のルーティング方法を制御できない場合でも、組織は基
盤となるトランスポートのパフォーマンスと完全性を確保
する必要があります。

ThousandEyes は、あらゆるネットワーク上のユーザから
アプリケーションまでを包括的に可視化するだけでなく、
パフォーマンスの問題に関する実用的なインサイトを提供
するため、インシデントを迅速に解決して信頼性の高い
接続と最適なアプリケーション エクスペリエンスを維持で
きます。

メリット
• 内部ネットワーク、ISP、クラウド、およびアプリケーショ
ン プロバイダーの問題の原因を即座に特定することによ
り、平均特定時間と平均解決時間（MTTI/MTTR）を短縮
できる。
• 内外の関係者が簡単に共有できるデータに基づいて、
サービスプロバイダーへのエスカレーションをスムーズに
行える。
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• 内部チームと外部プロバイダーの無駄な責任の押し付け
合いをなくし、OLA/SLA を効率的に管理できる。
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シスコと連携する理由
SASE アーキテクチャ全体を導入するプロセスは複数のス
テップで構成され、組織ごとに異なります。シスコは、ビ
ジネスの拡大に必要な統合機能を備えながら導入と管理が
容易なソリューションを提供し、スピード、パフォーマンス、
ユーザエクスペリエンスを低下させることなく、ユーザの作
業場所を問わない効果的なセキュリティを実現します。

ネットワーキング、セキュリティ、およびオブザー
バビリティのリーダーが提供する信頼できるパ
フォーマンス
卓越した運用と統合アーキテクチャに対するシスコの取り
組みにより、数分でセキュアな接続を確立できます。シス
コのお客様は、数千社のサービスプロバイダー、IaaS ベン
ダー、および SaaS ベンダーと直接連携して世界中のデー
タセンターを活用し、一元的な制御とオーケストレーショ
ンを実現できます。競合他社とは異なり、シスコはグロー
バルなサービスの予測可能なパフォーマンスと遅延の制御
によって、エンタープライズ セグメンテーションとアプリ
ケーションのエクスペリエンスを最適化できます。
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シンプルな購入と迅速な導入
シスコは、すべてのコアコンポーネント（クラウドセキュリ
ティ、ゼロ トラスト ネットワーク アクセス、SD-WAN、オ
ブザーバビリティ）を購入できる単一の SASE オファーで購
入を簡素化しています。また、今後単一のサブスクリプショ
ンサービスに簡単に移行できるようにする予定です。すべて
のコンポーネントを一度に購入する場合でも、少しずつ購入
する場合でも、シスコが SASE アーキテクチャを各自の方
法で簡単に構築できるようにします。自動化された導入オプ
ションと多数の製品との統合により、数百の場所を迅速に
接続して簡単かつ継続的に管理できます。

ゼロトラストのリーダーによる、境界を越えた広
範な制御
シスコは、Forrester 社の 2020 Wave on Zero Trust におい
て、市場へのアプローチ、アドボカシー、ビジョンと戦略、
デバイスセキュリティ、ゼロ トラスト インフラストラクチャの
将来の状態など、複数の基準で最高のスコアを獲得しました。
Secure Access by Duo は、ユーザおよびデバイスレベルの
制御により、ユーザの本人確認を行ってデバイスの正常性を
検証します。Duo は、ユーザとデバイスの信頼を確立すると

ともに継続的な可視性を提供し、企業のネットワークの内
外でセッションごとに信頼を拡張します。ユーザとデバイス
に基づく一貫性のあるアクセスポリシーを適用することによ
り、データ侵害のリスクを減らしてコンプライアンス要件を
満たすことができます。

インシデント対応時間の短縮とセキュリティの有
効性の向上
Cisco Umbrella は、300 名を超える研究者が所属する、
世界最大規模の商用脅威インテリジェンスチームである
Cisco Talos のインサイトを活用することにより、攻撃に利
用されるさまざまな悪意のあるドメイン、IP、URL、ファイ
ルを検出してブロックします。また、膨大な量のグローバ
ルなインターネット アクティビティ データを、統計処理と
機械学習を組み合わせたモデルに投入することで、インター
ネットに出現する新たな脅威を特定できます。Cisco
SecureX を使用すれば、複数のセキュリティ製品にわたる
対応措置を自動化して脅威調査を迅速化し、修復時間を短
縮できます。手動のタスクが排除され、プロセスの早い段
階で攻撃が阻止されるため、セキュリティがシンプルになり
ます。

At a Glance
Cisco Public

今すぐ始めましょう

シスコが Fortune 100 企業を 100% 保護して信
頼を得ている理由をご覧ください。シスコのセー
ルス担当者かパートナーに連絡して SASE の導
入を開始してください。
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