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このレポートについて 

SASE (Secure Access Service Edge) の概念は 2019 年後半に Gartner によって最初に

提言されたのち、比較的あいまいな用語として使用されてきましたが、2021 年になって

からはかなり重要なコンセプトへと変貌しました。2020 年の世界的なロックダウンによ

ってもたらされた変化によって、SASE はパンデミック後の IT、ネットワーク、セキュリ

ティ全般にかかわる専門家の注目を集める言葉として捉えられるようになったのです。 

このレポートでは、SASE のもつ中核となるコンセプトと、コンテキスト化するために行

われる幅広い動きについて説明します。Gartner による最新の調査と、SASE に関して

NetMotion により 2021 年 1 月に行われた広範な調査とデータをベースとしています。こ

の調査では、米国、英国、オーストラリア、ドイツおよび日本において 750 人の専門家に

対する調査を行い、SASE への視点と経験を調査しています。IT、ネットワークまたはセ

キュリティ部門において CXO、ディレクタ、マネージャーなどの肩書を持つ人物を調査対

象としています。2021 年における SASE の性質を詳細に検証するため、業種ごとまたは

地域ごとにセグメント化して分析を行っています。  



SASE とは 

SASE (Secure Access Service Edge) は、Gartner が 2019 年晩夏に出版した “The 

Future of Network Security Is in the Cloud” において提言されました。このタイトル

からはファイアウォールや CASB などの製品カテゴリが連想されますが、実際にはフレー

ムワークまたは理念について記載されたものです。SASE に含まれるテクノロジーについ

て決められたリストはありませんが、この理念にマッチするツールの例としては多くのテ

クノロジーが引用されています。Gartner の VP Analyst である Andrew Lerner は、SD-

WAN、SWG、CASB、ZTNA、FWaaS が SESA のコア機能を構成するとしています。し

かし、IT リーダーは組織に最も関連性の高い SASE テクノロジーをいくらでも選択して実

装することができます。SASE という用語に厳密な基準はないからです。 

 

 

 

ネットワークセキュリティのトレンド 

ネット枠セキュリティは過去 20 年間に大きな発展を遂げましたが、組織を守るために必

要なツールはほぼ決まってきました。従来的なテクノロジーは企業のネットワークを守る

または強化することに注力しています。組織を保護するためにはファイアウォール、SWG 

(セキュア web ゲートウェイ) やオンプレミスのソフトウェアを導入することが一般的に

なっています。物理的にオフィス外で働く従業員はネットワーク経由でのアクセスのギャ

ップを埋めて組織内にいるかのように振る舞うために、VPN、VDI、NAC などの製品を使

ってリモートアクセスしていました。リモートアクセスする従業員数が限られているため

ユースケースは少なく、ほとんどの組織ではこれらのテクノロジーによって発生する遅延

やユーザーエクスペリエンスを妥協して使用していました。 
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リモートワークの爆発的な急増は、ネットワークセキュリティの必要条件は永続的な変化

をもたらしました。より多くの、あるいはほとんどの従業員が、要塞化された組織内から

離れて業務を行うため、リモートワーカーに発生するトレードオフは従来に比べてはるか

に大きな問題を引き起こします。セキュリティ要件を満たすだけのために認証して組織内

ネットワークに接続する必要はあるでしょうか？アプリケーションをクラウドで使用する

ためのマイグレーションはことを煩雑にし、レガシーなネットワークセキュリティ製品は

複雑化し、安全なコネクションを実現するために本来不要なネットワーク設定が必要とな

ります。多くの場合、企業の境界上で不必要なルーティングが発生します。 

 

 

33%の IT リーダーが、”SASE”を明確に 

定義できないでいます。この状況を変えて 

いきましょう。 

 

Gartner はこの問題を解決するための調査レポートをいくつか発表しており、その中で

SESA が登場しています。”Emerging Technology Analysis: SASE Poised to Cause 

Evolution of Network Security”の中で著者はよりよいエンドユーザーエクスペリエンス

を実現するためにアプリケーションベースのネットワークセキュリティモデルをどのよう

に置き換えるかについて論じています。具体的には「単一のロケーションに存在するデー

タに最適化されたデータセンターに集中した従来型のハブ＆スポークモデルはもはや適切

ではない」と述べています。従業員を保護するためのレガシーモデルは設計を複雑化さ

せ、従業員がいつどこからでも作業できる世界においてはネットワークパフォーマンスの

負荷を高めているのです。 

 

“ 

検査のためにネットワークトラフィックをヘアピンやトロンボーンのように 

曲げることは、組織の機敏性を低下させ、性能の名目でセキュリティをバイパスするような 

行動をもたらします。従来型のハブ＆スポークのネットワークにかわって 

エンドポイントまたは ID セントリックな 

ネットワークトラフィックとセキュリティアプリケーションが必要です。 

  このモデルは SASE として知られています。 

Emerging Technology Analysis: SASE Poised to Cause Evolution of Network Security   

Gartner 社 Nat Smith, Neil MacDonald, Lawrence Orans, Joe Skorup 

 

https://www.netmotionsoftware.com/blog/mobility/cloud-saas-or-on-premise-whats-the-best-kind-of-remote-access-solution-and-when-do-you-need-it
https://www.gartner.com/en/documents/3970571/emerging-technology-analysis-sase-poised-to-cause-evolut
https://www.gartner.com/en/documents/3970571/emerging-technology-analysis-sase-poised-to-cause-evolut


コアコンポーネント 

SASE はエッジに重点を置き、可能な場合はローカルでユーザーを保護し、可能な限り最

も効率的な方法でトラフィックをルーティングします。また、ゼロトラストの概念を取り

入れて、コンテキストアウェアなポリシー条件を使用して「デフォルトで拒否」ベースで

アクセスを管理します。SASE では最高レベルで 5 つのコア原則が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. クラウドベースのサービスアーキテクチャ 

SASE のソリューションはクラウドベースで提供する 

2. ポリシー決定のポイント 

SASE ソリューションは、動的かつ 

ローカルにポリシーを適用する 

3. センター側での可視性とログ取得 

SASE のソリューションは、 

アクティビティに対する詳細な 

インサイトを提供する 

4. モバイル向けネットワークセキュリティ 

SASE ソリューションは、デスクトップを 

超えてサポートする 

5. 遅延に敏感なセキュリティコンピュータ 

SASE のソリューションは、エッジを包含し、 

レイテンシーを最小限に抑える 

https://www.sdxcentral.com/edge/definitions/what-is-edge-security-definition/#:~:text=Edge%20security%20is%20the%20application,be%20used%20by%20those%20administrators.


SASE の認知度 

SASE が提言されたのは 2019 年ですが、世界の IT リーダーの注目を集めるのにさほど時

間はかかりませんでした。2021 年 1 月の NetMotion の調査によると、IT リーダーの 3

分の 2 が SASE のコンセプトを明確に説明できると言っています。 

 

英国とオーストラリアの人々は SASE のフレームワークについてよく知っています (ある

いは知っていると主張しています) が、英語圏ではない国々ではそれほどでもありませ

ん。ドイツや日本では SASE の認知度は約 50%にとどまっています。また、SASE の認知

度は業種間で大きな違いがあります。政府機関の IT ワーカーの 3 分の 1 が、SASE が何

であるかを理解していません。これは公共分野が一般分野に比べて大幅に遅れていること

を意味します。ヘルスケア分野 (公立、私立を含む) では政府機関に比べて認知度ははる

かに高いといえますが、ほかの分野に比べるとまだ低い値にとどまっています。法律事務

所の IT リーダーは Gartner のコンセプトを最も理解しており、NetMotion の調査では 5

分の 4 が自信をもって SASE を説明することができます。公共事業/エネルギー、公共安

全、金融分野がその後に続きます。 

 

 SASE を的確に説明できる IT リーダーの割合 

業種別  

 

 

  

https://www.netmotionsoftware.com/netmotion-for-the-legal-sector
https://www.netmotionsoftware.com/netmotion-for-the-legal-sector


  SASE を的確に説明できる IT リーダーの割合  

国別  

 

 

 

SASE の導入 

SASE のフレームワークを順守するためには、かつてデータセンターの中に存在していた

すべてのネットワークおよびセキュリティソリューションを、分散した従業員(エッジ) に

サービスとして提供しなければなりません。したがって、オンプレミスの「ハブ」ですべ

てをトンネリングするという従来のボトルネックが解消されます。SASE を実際に導入す

ると、クラウドで ID セントリックなネットワークセキュリティをサービスとして提供す

ることを意味します。SASE はアジャイルユーザーと組織のリソースの間に位置します。 

組織が SASE に魅力を感じる理由はいくらでもあります。ネットワークセキュリティに対

する従来型のアプローチに比べて多くのメリットがあるからです。 

  



 

   

複雑さを軽減 

管理すべきアプライアン

スと配備すべきエージェ

ントが減り、投入すべき

費用が軽減される 

性能が向上 

遅延が低減され、コネクテ

ィビティが最適化される。

ネットワークの煩雑な調整

が不要になる 

使いやすく透明性が高い 

侵入が最小限に抑制され、

エンドユーザーが意識する

必要のないシンプルなソリ

ューションである 

 

   

セキュリティが向上 

ゼロトラストリスク体制

の導入と攻撃対象領域の

削減する 

運用オーバーヘッドの低減 

インフラストラクチャ管理

なしで拡張する機能を提供

する 

ポリシーの一元化と 

ローカルでの施行 

煩雑なトラフィックを発生

させず、エッジでの意思決

定を実現する 

 

“ 

企業の境界はもはや場所ではありません。これは、クラウドからのサービスとして必要な

ときに提供される一連の動的エッジ機能です。 

The Future of Network Security Is in the Cloud 

Neil MacDonald, Lawrence Orans, Joe Skorupa 

 



  

調査: あなたの組織は現在、SASE フ

レームワークをどの程度採用していま

すか？ 

SASE を組織内に完全に導入済の企業の 

比率 (業種別) 

 

全く採用していない 

導入テクノロジーの半分未満 

導入テクノロジーの半分以上 

SASE を完全に導入 
 

公共事業 

法律 

金融 

ヘルスケア 

 

公共安全事業 

政府機関 

 

SASE の導入状況は業種や地域によって異なります。2018 年には SASE の導入は 1%でし

たが、2021 年には 12%の組織が SASE を導入しています (Gartner による)。しかし、

SASE を全く導入していない組織も 26%にのぼっています。完全な SASE 戦略を導入して

いるのは公共事業、法律、金融 (12-17%) で、政府機関についてはほぼ導入されていな

い状態です (3%)。 

 

 

  

https://www.gartner.com/document/3956841?ref=solrAll&refval=277024324


誰が SASE の導入を推進しているのでしょうか？ 

SASE は短距離走ではなくマラソンです 

ネットワークセキュリティへの完全な SASE アプローチは一晩で完了するようなものでは

ありません。一部のベンダーが主張しているような単一ベンダーで成し遂げられるもので

もありません。SASE について幅広く議論されている Gartner の調査レポート‘Emerging 

Technology Analysis: SASE Poised to Cause Evolution of Network Security’ (Nat 

Smith, Neil MacDonald, Lawrence Orans and Joe Skorup) では、「このアーキテクチ

ャに基づく、単一の、完全な、統合されたエンド to エンドのソリューションを提供してい

る企業は存在しない。また、今後 3 年間のうちにそのようなソリューションが提供される

こともない (“no vendor has a single, complete, integrated end-to-end solution 

based upon this architecture, nor is any likely to deliver one over the next three 

years” )」と言及されています。 

 

SASE への移行はクラウドへの移行と同様、ゆっくりと行われ、今後 10 年にもわたるも

のになるでしょう。完全に実現されることはないかもしれません。ネットワークセキュリ

ティのどの部分をいつアップグレードするかという問題は、移行を計画している組織にと

って重大な戦略的検討事項となります。 

 

 

SASE 成熟度モデル 

Gartner は 2024 年までに、企業の少なくとも 40％が SASE を採用するための明確な戦略を持

つようになると予測しています以下に SASE 導入 5 カ年計画の例を記します。 
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戦略的検討 

SASE への移行は一般的には IT から発案されますが、組織によってはセキュリティ部門、

ネットワーク部門、または管理チームが SASE を推進する部門になります。NetMotion の

調査によると、すべての業種において IT が最も影響力を持っているケースが圧倒的に多

くなっています。英国ではセキュリティチームが影響力を持っているのに対して、ドイツ

ではネットワークチームが強くなっています。特徴があるのは日本です。日本では、経営

陣 (またはテクニカルチーム以外) が SASE の導入を推進しているケースが、他国よりも

多くみられます。 

 

 

 

52%の組織で、SASE 戦略の主な責務を 

IT チームが担っています。 

 

 

 

 

 

調査： 組織内で SASE 戦略の責任を担っている部門はどのチームですか？ 

国別 

 

  



 

グローバル平均 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラウドへのマイグレーション 

SASE は、リモートワークの増加やネットワークの急激な拡大などの市場傾向とリンクし

ていますが、最も大きな要因はクラウドへの段階的なシフトです。パブリック web 上に

あるか、もしくは AWS や Microsoft Azure などのハイブリッドなクラウド/IaaS 環境に

ホストされているかにかかわらず、クラウドでアクセスされるアプリケーションやリソー

スはこれまでになく増加しています。 

 

SASE 同様、クラウドへの移行は 10 年単位を要する長いプロセスです。Salesforce など

の SaaS アプリケーションの導入を 20 年前に始めた企業はたくさんありますが、完全に

クラウドでのビジネスオペレーションを実現している企業はごくわずかです。多くのチー

ム、部門、ユースケース、アプリケーションがゆっくりと広範におよぶ製品が移行または 

  

https://securitybrief.eu/story/netmotion-announces-sase-platform-leveraging-microsoft-azure
https://www.netmotionsoftware.com/blog/mobility/vpn-sdp-remote-access-survey
https://www.netmotionsoftware.com/blog/mobility/vpn-sdp-remote-access-survey


追加されています。大規模なエンタープライズ Office365 のロールアウトから、もっと動

きの速い自分で導入できるマーケティングツールに至るまでの製品が含まれます。クラウ

ド導入の成功率を理解することは、平均的な組織内の SASE のステータスをコンテキスト

化するためのキーとなります。2021 年の NetMotion の調査では、クラウドの完全移行に

成功した組織は全体の 4%に過ぎず、ほとんどのアプリケーションとサービスを SaaS 経

由で使用している組織は約半数 (51%) です。 

 

 

調査: クラウドで使用している主要アプリケーション/サービスのパーセンテージを教え

てください。 

 

驚くべきことに、15%の組織ではリソースの少なくとも 4 分の 3 がオンプレミスにあ

り、特に政府機関ではその比率は 39%に上ります。金融および法律事務所では、4 分の 3

がクラウドに移行しているとの結果がでています。 

 

各レンジの回答に重みづけをすることで、さまざまな組織全体の平均移行率の見積もりを

作成できます。平均移行率は、調査した 5 つの国でほぼ同じで、ほとんどの組織がクラウ

ド移行の過程の中間点を超えていることを示唆しています。より高度な四分位数と最も高

度でない四分位数を分割する単純なコホート分析でも、市場の先行セグメントと遅延セグ

メントが明らかになります 

 

  



米国企業の下位四分位数が、導入が遅れている組織で、コアアプリケーションのクラウド

への移行は加重平均でわずか 12％です。日本で導入が遅れている組織は欧米市場に比べて

大きく遅延していますが、その一方でリーダー組織 (上位四分位数) は世界で最も速くク

ラウドに移行しています。対照的に、オーストラリアは調査した国の中で、先行コホート

と遅延コホートの間の格差が最も小さいことがわかります。 

 

クラウド導入の比率 

国別 

 

 

 

 

 

業種別 

 

 

 

 

  



ゼロトラストの導入 

SASE 以前の世界では、リモートワーカーは安全性を確保し、組織のリソースへのアクセ

スに暗号化された接続をするため VPN に依存していました。しかし、ユーザー数が増

え、アクセスするアセットのタイプが変化する中で、従来型の VPN の信頼性はゆらいで

きました。多要素認証 (MFA) が導入された場合でも、古いタイプの VPN はコンテキスト

を理解する機能に欠けており、正しい ID とパスワードが入力されれば誰にでも門戸を開

けます。セキュリティエキスパートに言わせれば、それはプロセスから信頼を失ったもの

となります。「ゼロトラスト」のコンセプトを 2010 年に最初に提言したのは元

Forrester Research のアナリストである John Kindervag です。これは、デフォルトでは

ユーザーはアクセスを拒否され、特定のリソースへの正当なアクセス権を持つユーザーで

あることが証明されなければアクセスできないとする考え方です。「最小権限」の概念も

採用されています。つまり、ユーザーはリクエストしたアプリケーションにのみアクセス

を許され、それ以外のことは何もできないということです。接続はリソースにされるので

あり、ネットワーク全体にされるのではないため、アクセスされるリソースが拡大される

ことはありません。 

 

ゼロトラストの概念は一般化するにつれて SASE フレームワークを含む多くのソリューシ

ョン、特に ZTNA (または SDP) の基盤的なコンセプトとなりました。 

 

“ 
SDP では、ユーザーは自分がどこにいるか、今日がいつなのか、 

どんなデバイスを使っているかなどのコンテキストを把握する必要がありません。 

ネットワークがコンテキストを処理します。 

William O’Hern, Chief Security Officer 

AT&T 
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調査： あなたの組織はリソースへのアクセスを決定するにあたって 

ゼロトラストを採用しはじめていますか？ 

 

 

 

ZNTA ソリューションのアーキテクチャは数多く存在しますが、すべてのソリューション

でなんらかのコントローラーが採用されています。このコントローラーは、コンテキスト

を意識したディシジョンメーカーとして動作します。使用されているアプリケーション、

デバイスのロケーション、接続されているネットワークなど、多様なデータを収集しま

す。このリアルタイムデータを使用して、各リクエストのリスクプロファイルを作成し、

ユーザーがその瞬間のコンテキストに基づいてリソースにアクセスしてよいかどうかを判

断します。データに変化が生じるとアクセスは取り消されます。ユーザーが必要な情報を

入手できることを保証しながらも組織への攻撃を抑制するエレガントな手段といえるでし

ょう。 

 

ZTNA の導入が促進される理由のひとつに、リソースが組織内ではなくパブリッククラウ

ド上にあったとしても同じように扱うことができるという点が挙げられます。 

 

NetMotion の調査によると、IT リーダーの半数以上が、ゼロトラスト導入を開始してお

り、少なくともひとつのゼロトラストポリシーを適用しているといいますが、その適用は

いまだ限定的です。ZTNA や CASB のような専用ゼロトラストソリューションの採用率は

まだ低く、多くの IT リーダーはもっとキャパシティの低いテクノロジーを使ってゼロト

ラストの導入を実現しているようです。 

  

https://www.netmotionsoftware.com/solutions/zero-trust-network-access
https://www.netmotionsoftware.com/i/sdp-report/overview


 

  

米国の組織の 70%はゼ

ロトラストのテクノロジ

ーを導入済です。 

日本の組織の 65%はゼ

ロトラストのテクノロジ

ーを導入済みです。 

英国の組織の 84%はゼ

ロトラストのテクノロジ

ーを導入済みです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゼロトラストの導入は、オーストラリアと英国での導入が最も進んでおり、日本ではあま

り進んでいません。組織の相対的な成熟度と ZTNA 製品への投資が限られていること 

(15％－次のセクションを参照) から考えると、この結果は悲観的とも楽観的ともとらえ

えられます。シニカルにいうと、IT リーダーたちは自分で思っているほどゼロトラストを

わかっていないか、あるいは自社の導入状況に自信を持ちすぎているといえます。もっと

前向きにいうならば、組織は SASE への長い道のりの入り口にいて、非常に限られた方法

でゼロトラストを採用し始めたのだということになります。たとえば、アプリケーション

ごとに VPN を設置したり、SWG でポリシーを実装するなどがそれにあたります。 

 

 

 

  

ドイツの組織の 76%は

ゼロトラストのテクノロ

ジーを導入済みです。 

豪州の組織の 86%はゼ

ロトラストのテクノロジ

ーを導入済みです。 

https://www.netmotionsoftware.com/i/sdp-report/overview


SASE テクノロジー 

IT リーダーが利用できるオプションは広範にわたるため、組織が SASE 戦略を強化するテ

クノロジー全体を完全に導入することは不可能です。ある意見では、SASE を完全に実現

するためには 100 以上の製品群が必要だとしています。たとえばエクスペリエンスモニタ

リングは、ユーザーが分散している環境での高品質な業務環境を提供し、ネットワーク外

のユーザーの SASE 可視化の要件を満たすための重大な手段です。しかし、通常これらは

非常にセキュリティ指向の高い組織によって推進されるため、図に示されることはほとん

どありません。もっと一般的には、SASE のバックボーン戦略を成す少数のネットワーク

とセキュリティ製品が挙げられます。最終的に、IT リーダーは広範なテクノロジーの中で

SASE の要件を満たす複数のベンダーを採用するアプローチをとる必要があるでしょう。 

 

“ 

必要な製品が単一ベンダーから一揃えで提供される可能性はほとんどありません。 

したがって、提携と一貫性が重要になります。 

Emerging Technologies: Applying SASE’s Architectural Model to Secure Distributed 

Composite Apps 

Joe Skorupa, eil MacDonald, Anne Thomas 
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調査： 現在導入しているクラウドセキュリティソリューションを教えてください。 

クラウドセキュリティ 

 

 

ネットワークセキュリティ 

 

 

2021 年の NetMotion の調査によると最もポピュラーなクラウドセキュリティ製品は VPN

と SWG です。おそらく、これらは相対的に成熟度の高い製品だからでしょう。IT リーダ

ーにとっては CASB、ZTNA、エッジコンテンツフィルタリングなどの新しいカテゴリに

比べて VPN、ファイアウォール、SWG などのなじみのあるテクノロジーのほうが導入し

やすいようです。 

 

  



CASE (16%)、ZTNA (15%) の導入比率もまだまだ低い状態です。急速に成長するマー

ケットではありますが、導入しているのはメインストリームではなく革新的な企業に限ら

れているようです。ZTNA はこの調査を行った 5 カ国のすべての業種において 12-18%の

導入率を示しています。エッジコンテンツフィルタリングは米国で最も普及しています 

(23%)。リモートワークが増加する中でコンプライアンスとセキュリティの必要性にせま

られているためだと考えられます。世界での平均導入率は 13%となっています。 

SASE ネットワークソリューションは平均してセキュリティソリューションよりも導入率

が低くなっています。調査の対象となった組織の半分以上で、ネットワークテクノロジー

のカテゴリが見られません。 

 

急成長を遂げるネットワークソリューションである SD-WAN を導入している組織は 4 分

の 1 に上ります。ドイツではほかの国に比べて SD-WAN 製品の使用率が高く、世界での

平均が 25%なのに対して 38%の組織で採用されています。一方、日本での採用は 19%

にとどまります。 

 

WAN 最適化ソリューション導入の世界での平均は 44%ですが、オーストラリアでは

70%を超えています。これはおそらくオーストラリアではネットワーク品質や性能が低い

ことに起因していると思われます。 
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まとめ 

NetMotion と一緒に SASE への長い道のりを歩きましょう 

SASE への道のりは長く険しいものです。導入を実現するためには、忍耐力、適応力、機

敏性が必要です。オンプレミスからクラウドへの移行が瞬間的にできるものではなかった

のと同様、SASE と従来型のネットワークセキュリティを一緒に管理することが成功への

近道です。 

NetMotion は、組織が目前の要件をあきらめることなく SASE を導入することを支援する

ユニークな組織です。複数のエージェント、クライアント、オーケストレーションエンジ

ン、ダッシュボード、ゲートウェイ、および管理するインフラストラクチャを使用して、

ゼロトラストソリューションとともに既存のリモートアクセスのニーズをサポートするの

は簡単なことではありません。NetMotion を採用することで、犠牲や面倒なオーバーヘッ

ドを管理することなく、ネットワークセキュリティの最新化を実現できます。 

NetMotion を採用することで、クラウド VPN、ZTNA、WAN 最適化およびエクスペリエ

ンスモニタリング（DEM）カテゴリで市場をリードする機能を取得すると同時に、他のセ

グメントの追加機能の恩恵を受けることができます。 

NetMotion は、SASE の導入を始めたばかりのお客様にも、導入を進めているお客様に

も、先進の分散型エッジベースのセキュリティと、ワールドクラスのユーザーエクスペリ

エンスを提供します。 

 

お問い合わせはこちら 
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