SonicWall Cloud Edge
Secure Access
ゼロトラストセキュリティを数分で導入

SonicWall Cloud Edge Secure Access は、
サイト間や AWS、Azure、Google クラウドな
どのハイブリッドクラウドへの接続性を向上さ
せ、サイト向けにシンプルなサービスとしての
ネットワーク (NaaS) を提供する強力なクラウ
ドサービスです。このプロセスでは、ゼロトラ
ストと最小権限のセキュリティアプローチを 1
つの統合されたサービスとして組み合わせます。
最小権限アクセスのアプローチでは、特定の
ユーザーのアクセスを必要なものだけに制限し、
それ以上は何も与えられず、これは「知る必要
のある人に限定して知らせる」という概念に似
ています。ネットワークの他の機密領域へのア
クセスを制限することで、組織は運用の柔軟性
を犠牲にすることなく、リソースを保護するこ
とができます。

• ネットワークアクセスのマイクロセグメント
化を促進し、脅威の 横への移動を防止

• 要求されたアプリケーションだけにアクセス
を限定し、それ以上のアクセスを認めない

Cloud Edge Secure Access のインフラの中
核を形成するのは、最新の設計によるセキュリ
ティの SDP（Software-Defined Perimeter）
アーキテクチャです。

SDP は、ユーザーやデバイスを認証するコ
ントローラをトラストブローカーとして機能
するゲートウェイから分離します。ゲートウェ
イをエンドユーザーの近くに分散させること
で、Cloud Edge Secure Access サービスは素
早くスケールアップして高性能を維持し、最高
のクラウド体験を提供することができます。

SonicWall Cloud Edge Secure Access は、 また、機能の分離により、 DDoS 、公衆無線
4つの主要なセキュリティアクションに基づいて LANの乗っ取り、SYN フラッド、Slowloris
ゼロトラストセキュリティを適用します。

• 内部トラフィックであっても、ユーザーとデ
バイスの認証情報を検証する

などの一般的なサイバー攻撃の脅威を効果的に
阻止し、SonicWall は高度に統合されたゼロト
ラストセキュリティプラットフォームを提供す
ることができます。

• 出所の正しさと企業ガイドラインへの準拠を保

メリット

• 分散型企業、リモートワークを行う社員
向けのセキュリティソリューション

• ハイブリッドクラウド上のあらゆるサイ
トやリソースへの即時の安全なアクセス

• ネットワーク、アプリケーション、ユー
ザー、デバイスプロファイルによるゼロ
トラストポリシー

• マイクロセグメンテーションを内蔵し、
不正の横への移動を防止

• 100人から数千人規模のユーザーに対応
• IT 管理者は15分で設定可能
• エンドユーザーは5分で導入可能
• 使用量・帯域制限なし
• 公衆無線 LAN セキュリティ
• 高性能 WireGuard の暗号化
• クラウド アイデンティティプロバイダ
ーとの統合

• 最新の SSO と MFA の統合
• DDoS、Slowloris、SYN フラッ

証するために、リクエストの文脈を判断する

ドを阻止
SSH

地域・支店

HTTP

プライベートクラ
ウド/オンプレミス
ネットワーク

• MSSP 向けのマルチテナント

VNC
RDP

パブリッククラ
ウドの作業負荷

HTTPS

クライアントレス
アプリへのアクセス

• コンプライアンス監査のための完全なモ
ニタリングとレポート機能

• 専用のクラウドゲートウェイと顧客ごと
のIPアドレス
Cloud Edge Secure Access
- 分散ゲートウェイを備え
たコントローラ

支店間のサイト間接続
(Linux サーバ/ファイア
ウォール/ルータ利用)

管理されたデバイスや
BYOD を使用している
遠隔地の従業員
(クライアント利用)
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• サービスは、米国、ヨーロッパ、中東、
アジアで利用可能

管理されていない
デバイスのユーザー
またはパートナー
(ブラウザ利用)

従来のVPNからゼロトラスト
セキュリティへの進化

さらに、VPN は、ユーザーのトラフィックがク
ラウドに直接送られるのではなく、オンプレミ
スの VPN コンセントレーターを経由するるた
め、追加のレイテンシーが発生し、ユーザーの
クラウド体験を低下させる原因となります。

社員がどこにいても仕事ができ、リソースがク
ラウドにあるデジタルトランスフォーメーショ
ンの時代には、従来の VPN ソリューションは
導入が複雑で、制約が多すぎる傾向があります。 Gartner の調査によると、 2023 年までに、
60% の企業が自社のリモートアクセス仮想プ
典型的な VPN の導入には、数日から数週間か ライベートネットワーク（VPN）の大半をゼロ
かることもあり、備品の入手可能性により、稼 トラストネットワークアクセス（ZTNA ）に移
働停止を計画するのが困難な場合もあります。
行すると予測しています。
従 来 の V P N は 、 ロ グ イ ン に 成 功 し た 場 合 、 SonicWall Cloud Edge Secure Access は、
ユーザーに広範囲のネットワークアクセスを提
前述の問題点を克服し、このような 3 つの必須
供し、サブネット内での側方移動が可能なため、 の機能を備えた ZTNA を提供します。
潜在的な侵入のためのバックドアを開く可能性
があります。

主な使用事例
セルフサービスによる迅速な導入
• 迅速な導入 – IT マネージャーは、サインア
ップ、ゲートウェイのインスタンス化、ネッ
トワークとユーザーのコンテキストに基づい
たきめ細かなポリシーの構成を 15 分以内に
行うことができます。

• 迅速なユーザーオンボーディング – エンド
ユーザーは、モバイルまたはデスクトップ
のクライアントアプリを介して接続するか、
またはブラウザを備えた公共のコンピュータ
を使用している場合、クライアントのインス
トールを完全に回避するという選択肢があ
ります。セルフサービスの導入モデルでは、
ユーザーは 5 分で設定し、立ち上げることが
できます。

企業資産を保護するための最小特権
アクセス

セルフサービスによる迅速な導入

どこからでもクラウドにダイレクト
に信頼性の高いアクセス
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• ハイブリッドクラウドへの信頼性の高いアクセ
ス – 完了すると、ユーザーは世界中のどこか

• 非常停止スイッチ – 潜在的なサイバー攻撃を

信頼されたホットスポットでも公衆無線

• 信頼できるWi-Fiネットワーク – SSID が信頼
できると指定されている場合、自動Wi-Fiセキ

らでも、オンプレミスやパブリッククラウド
のリソースに素早く、簡単に、かつ安全にア
クセスします。

LANでも接続を保護
• 自動 Wi-Fi セキュリティ – Windows および
Mac OS 用の Cloud Edge Secure Access
エージェントアプリケーションは、環境をプ
ロアクティブに監視し、公衆無線 LAN での
セキュアアクセスによる接続を自動的に有効
化します。それによりデータの盗難やコンプ
ライアンス違反を引き起こす可能性のある、
ありふれた Wi-Fi の傍受からユーザーを保
護します。

阻止するために、セキュアアクセス接続が中
断されると、デバイスのインターネット接続
が即座に停止し、デバイスからのデータの流
出を防ぎます。

ュリティ機能は作動しません。

• 常時接続型 VPN/アプリケーション – この便
利な機能は、再ログインまたは再認証を必要
とせずに、ユーザーやデバイスを 1 つのアプ
リケーションまたは一連のアプリケーション
に自動的に再接続します。

ウェブ管理
コンソール

iOS と Android 用の
モバイルエージェント

図 3 – Apple iOS用 SonicWall Cloud Edge Secure Access管理コンソールとモバイルエージェントアプリケーション
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• コンテキスト主導 – このソリューションは、

ゼロトラストアプリケーションアクセス
Cloud Edge Secure Access は、デジタル組織
が切望していた機能を提供し、企業のリソースを
保護すると同時に、リモートワークを可能にし、
担当社員に権限を与えるためのツールです。

Secure Accessのゼロトラストポリシーを使用す
ることで、適切なコンテキストを持つ外部ユーザ
ーは、企業ネットワークをサイバー攻撃の脅威に
さらすことなく、リモートデスクトップやウェブア
プリケーションのホストに安全にアクセスするこ
とができます。

• 最小権限アクセス制御を厳格に実施 – 組織
は、ユーザーやグループの IDやアクセスさ
れるデータの機密性といった関連属性に基づ
いて、リソースとのやりとりをコントロール
することができます。

オンプレミスとクラウドでホスティングされ
ているリソースに対しユーザーを重視したポ
リシーベースのアクセスを確保します。

• クラウドベースの主要な ID 管理プロバイダ
ーを活用し統合 – 組織は、オンプレミスの
レガシー IT 資産のサービス寿命を延長する
か、Azure AD、Google Authenticator 、
Okta などのプロバイダーが提供する最新の
クラウドベースのID管理サービスに移行する

• シングルサインオンと多要素認証の連携 – こ
の組み合わせは、単一のポータルから、ユー
ザーをハイブリッドのIT環境へと認証するこ
とにより、一貫性のあるシームレスなユーザ
ー体験を実現します。

• コンプライアンス監査の利便性 – すべての
ゼロトラストアクセス活動は、将来の監査の
ために完全にモニタリングされ、記録され
ています。

ことができます。

• マイクロセグメンテーション – 各インバウン
ド トラフィックを正確なセグメントに分割す
ることで、マルウェアや不正なユーザーが横
方向に移動するのを防ぎ、攻撃の対象となる
場所を減らし、サイバー攻撃の全体的な脅威
にさらされるのを低減します。

継続監査

ユーザーの確認
• 内部または外部ユーザー
• ID プロバイダーポリシー
で認証

コンテキストの確認
• デバイス、場所、時間グループ
• 対象となるアプリまたはデータ

マイクロセグメント
• 安全なトラフィックフ
ロー

最小権限アクセス
の許可
• クライアントからアプリ、
データ

図 4 – SonicWall Cloud Edge Secure Access ZTNA プロセス

サイト間の相互接続性またはサービスとし
てのネットワーク（NaaS）
Cloud Edge Secure Access は、サイト間接
続サービスまたはサービスとしてのネットワ
ーク (NaaS) を提供し、地理的に分散した場所
にある支店を迅速なオンボーディングを可能
にします。

NaaS を利用することで、IT 管理者は、コスト
のかかる MPLS に依存することなく、キオス
ク端末、小売店、セールスポイントをクラウド
型リソースに迅速かつ安全に接続することがで
きます。

• サイト間またはサイトからクラウドへの
相互接続サービス – このソリューション
は、AWS、Azure、Google Cloud などの
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一般的なクラウド環境に簡単に接続したり、
異なるサイトにある2つの異なるネットワー
ク間の安全な通信リンクを作成します。

• 複数の地域での導入 – 管理者は、専用の
Cloud Edge ゲートウェイをさまざまな場所
に導入して、国際的な支店と社員に最適なサ
ービスを提供することができます。

• 高性能なグローバルバックボーン
–
SonicWall Cloud Edge サービスは、グロー
バルで利用可能で、お客様の拠点に近い場所
にゲートウェイを分散し、サーバー全体のト
ラフィックの負荷を分散させることで、レイ
テンシーを最小限に抑えます。

• 最先端の WireGuard トンネル – IT マネー
ジャーは、IPsec を搭載したすべてのブラン
チルーターやファイアウォールを駆使して、
最寄りのCloud Edge ゲートウェイに接続す
ることが可能です。

最高のパフォーマンスを実現するために、
SonicWall は、最寄りのゲートウェイへの
WireGuard トンネルサービスを実行するブラ
ンチ Linux サーバーを使った WireGuard コ
ネクター機能を推奨します。

• ネットワークの監査とモニタリング – グル
ープやサーバーの作成、チームメンバーの認
証、パスワードの変更などの可視性を含めて
ネットワークの健全性、アクティビティ、セ
キュリティについてより多くの情報を得るこ
とができます。

仕様
区分
スケールと性能

クラウドプラッ
トフォーム

特徴

メリット

ユーザー数

100-10000+

性能

顧客ゲートウェイごとに
平スケーリング

クラウド管理プラットフォーム

組織のネットワークを簡単に構築できるクラウド管理プラットフォームオンプレミス
とクラウドを含む

迅速で簡単なネットワーク導入

15分以内にネットワークを自動的に導入

可用性と稼働時間

サービスによって自動的に管理されます。最新の Cloud Edge サービス状況は
https://status.sonicwall.com/ で提供されています

負荷分散

SonicWall がホストおよび管理する世界中の30以上の POP に渡って存在する共有/
専用ゲートウェイにより提供される

サイト間の相互接続

2つのサイト間（オンサイト、オフサイト、またはクラウドベース）の接続。IPsecと
WireGuard をサポート

カスタム DNS

内部 DNS サーバーを使用するために、一度トンネルを定義すると、デフォルトの
DNS を使用する代わりにカスタム DNS サーバーを定義することも可能。

クライアントレスアプリケーションアクセス

HTTP, HTTPS, RDP, VNC, SSH へのゼロトラストアプリケーション

アクセスクライアントベースアクセス

Windows, Mac, iOS, Android プラットフォームで利用可能

アプリと環境

ハイブリッド環境やクラウドのワークロードに最適

Always-onアプリケーション

ゼロトラスト機能

1G bps、より多くのゲートウェイを使用したクラウドの水

Always-onアプリケーションは、信頼されていないネットワークに接続している時にイ
ンターネットへの安全なアクセスを提供し、セキュリティの脅威から保護

ポリシーベースのセグメンテーション

ポリシーは、ユーザーとアプリケーションごとに適用

詳細なアクセス制御ポリシー

ユーザー、アプリケーション、Geo IP、地理的位置（国）、ブラウザの種類、
OS と日時に基づく

スプリットトンネリング

トラフィックを疎通させるサブネットの指定が可能

非常停止スイッチ

潜在的なサイバー攻撃を妨害するために、セキュアアクセス接
続が中断されると、デバイスのインターネット接続が即座
に停止し、デバイスからのデータの流出を防止する

自動 Wi-Fi セキュリティ

保護されていない公衆無線 LAN に接続した際に、社員のデバイスを自動的に保護す
る特許取得済みの機能

DNS フィルタリング

ネットワーク内のユーザーがインターネットブラウザを使用して特定のウェ
ブサイト、サイトカテゴリ、および IP アドレスにアクセスするのを阻止

シングルサインオン機能

Okta、G Suite、Azure AD、Active Directory LDAP などのシン
グルサインオンプロバイダを介して統一されたログインを導入

認証

組込みSMS, DUO Security およびGoogle Authenticator 二要素認証を統合し

２要素認証

リモート攻撃を予防

24 時間 365 日のサポート

サポート付きのフルマネージドクラウドソリューション

アクティビティの監査とレポート
モニタリングとロギング、
サポート
SIEM 統合

ログイン、ゲートウェイの展開とアプリ接続のモニタリング
セキュリティ情報とイベントをリアルタイムで保存・保持し、Splunk との簡単なクリ
ックスルー統合を含むすべてのSIEM アプリケーションに配信

クラウドサービスの状況

https://www.sonicwall.com/support を確認

相互運用性

エンタープライズファイアウォール

SonicWall、Check Point、Fortinet、Palo Alto Networks、WatchGuard、
Sophos Xyxel、UniFi、pfSense、Cisco、Untangle

カスタム統合

API 利用可能

当社の包括的な REST ベースのAPIは、サードパーティの管理、自動化、およびオー
ケストレーションツールを使用して、迅速かつ簡単な統合を可能にし、新たにプロビ
ジョニングされた、または新たに移転されたアプリケーショの仮想化を確実に保護

コンプライアンス

ISO27001＆27002、SOC-2 type 2

クラウドインフラストラクチャに準拠したSOC-2 type 2

お申込み方法

サブスクリプション制

Cloud Edge Secure Access の定期サービスのお申込みは、MSSP、再販業者、
および代理店に連絡してください。

SonicWallについて
SonicWall は、Boundless Cybersecurity を提供することにより誰もがリモートで、モバイルで、危険にさらされながら仕事をするという超分散化
時代のビジネスの現実に対処します。未知領域を探求し、リアルタイムの可視性を提供しながら経済の躍進に貢献している SonicWall はサイバーセ
キュリティの課題を解決して世界中の企業や政府、SMB をサポートします。詳しくは、www.sonicwall.com をご覧ください。
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