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はじめに

クラウドは企業のデジタル トランスフォーメーション戦略の中心であり、どのタイプのクラウドも導入
率が高まっています。Frost & Sullivan により 2020 年に実施されたグローバルなクラウドに関する調
査では、回答者の 52% がクラウド IaaS を導入済み、42% が現在ハイブリッドクラウドを使用してい
ると回答しています。クラウドの導入は増え続けていますが、多くの企業は、さまざまなユーザー層に
クラウドベースのアプリケーションへの効率的なアクセスを提供する、セキュアでパフォーマンスに優
れたワイドエリアネットワーク（WAN）を展開し、維持するのに苦労しています。MPLS などの従来型ネ
ットワークでは、データのセキュリティとコンプライアンスの確保のため、拠点のネットワーク トラフィ
ックが本社またはハブ拠点を介してルーティングされるため、遅延が増大し、ジッターやパケット廃棄
が発生する可能性があります。SD-WAN ソリューションでは、ネットワーク選択のプロセスが自動化さ
れます。組織のネットワーク管理者がトラフィック ステアリングを行って、クラウドベースのアプリケー
ションに対して直接インターネット ブレイクアウトを行うことができます。

クラウドへの接続性の重要度がひときわ明確になったのが、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
によるパンデミック発生当初でした。グローバル企業は、可能な限り、自社の従業員の大半をテレワー
ク環境に迅速に移行させる必要に迫られました。さまざまな業界の企業がパブリッククラウドを導入
して重要なアプリケーションをホストしており、自宅のブロードバンドおよびワイヤレスの通信速度が
向上しているため、リモート ワーカーは自宅からほとんどのエンタープライズ アプリケーションにアク
セスすることができます。クラウドによりエンタープライズ IT アプリケーションの展開モデルに破壊的
変革があった一方で、COVID-19 により、それらのアプリケーションへのアクセス方法に破壊的変革が
もたらされました。最近実施された FlexJobs の調査では、回答者の 65% がパンデミック収束後もフ
ルタイムでテレワークを続けたいと回答しており、31% がハイブリッドのテレワーク環境を望んでいま
す。つまり、96% がなんらかの形でテレワークを希望しています。
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エンタープライズ アプリケーションが分散型になり、今や従業員も在宅勤務で分散されるようになったこ
とを考えると、（ユーザーやデバイスからの）トラフィックを集約拠点にバックホールする従来の拠点ネット
ワークの手法は極めて非効率です。新しい生活様式においてテレワークが当然のものになると、必要に応
じて（拠点、クラウド、エッジ ロケーションなど）どこにでも簡単に展開でき、一元的にオーケストレーショ
ンできる（物理および仮想の）SD-WAN エッジ デバイスがエンタープライズ WAN においてこれまで以上
に重要な役割を演じるようになると、Frost & Sullivan は考えています。

しかし、テレワークが増加し、クラウドでホストされるアプリケーションにアクセスするユーザーの分散が
進めば、企業の境界は、その企業の拠点に限定されなくなります。考えてみてください。アプリケーション
がクラウドにあり、ユーザーが自宅または支社にいて、世界各地に分散しているとしたら、なぜ本社だけで
組織のセキュリティ対策を行うのでしょうか。従来型のモデルは、控えめに言っても、時間がかかり、非効
率です。Secure Access Service Edge（SASE）は、アプリケーションとユーザーが広く分散された環境にお
ける、集約型のソフトウェアで制御されたセキュリティ アーキテクチャに対するニーズに対応することを目
指したものです。SASE は、SD-WAN の柔軟性と一連の仮想セキュリティ サービスを組み合わせ、すべてを
クラウドから提供します。

本ホワイトペーパーでは、Frost & Sullivan は、SASE のニーズの高まりにつながっている市場やテクノロジ
ーの動向、SD-WAN とセキュリティの融合がもたらすパワー、およびグローバル企業向けの優れた SASE 
ソリューションとなる、VMware のクラウドベースで提供されるゲートウェイ中心の SD-WAN へのアプロー
チのバリュー プロポジション（価値提案）について説明します。

テレワークが増加し、クラウドで
ホストされるアプリケーションに
アクセスするユーザーの分散が
進めば、企業の境界は、その企業
の拠点に限定されなくなります

http://www.frost.com
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SASE のビジネス ケース

エンタープライズ クラウド ネットワークのサポート
クラウドベースのソリューションは、エンタープライズ IT アーキテクチャに確実に入り込んでいます。実
際、ほとんどの企業が、すべての IT ソリューションについて、他の選択肢を検討する前にクラウドファ
ーストのアプローチを採用しています。Frost & Sullivan が2020 年に実施したクラウドに関する調査
の結果では、世界中で、ソフトウェア アプリケーションをクラウドに展開している企業と、組織で管理
するインフラストラクチャ（オンプレミスのデータセンター、エッジ/拠点、コロケーション）に展開して
いる企業がほぼ均等に分かれています。資料 1 は、企業が現在使用しているか、今後 2 年以内に使用
を計画しているさまざまなインフラストラクチャ モデルを示しています。

資料 1：企業が現在使用している、または使用を計画しているインフラストラクチャ モデル

 

ハイブリッドクラウド

マルチクラウド

パブリッククラウド　IaaS

ホスト型プライベートクラウド

0% 50%

42% 43%

43% 41%

52% 34%

56% 34%

100%

現在使用中 今後 2 年以内に計画

出典: 「2020 Frost & Sullivan Global End-user Survey」

SD-WAN テクノロジーにより、ネットワーク選択のプロセスが（事前に定義されたビジネス ポリシーに
基づいて）自動化され、パブリック ネットワーク リンクとプライベート ネットワーク リンクを効果的に
使用することができます。その結果、ユーザーは、インターネットを介して直接クラウド アプリケーショ
ンに接続できます。ただし、ベストエフォート型のインターネット リンクにはその性質上、セキュリティ 
リスクが存在し、IT チームがネットワークとアプリケーションのセキュリティを確保することを困難にし
ています。これまで、ほとんどのアプリケーションは企業のデータセンターに存在していたため、従来
のセキュリティ機能の多くは企業のデータセンター内に配置されていましたが、クラウドの導入が増加
したことにより、クラウド内にセキュリティ機能を展開し、提供する必要性が生じています。クラウドに
関する調査では、IT の意思決定者の 48% が、セキュリティ インシデント（不正アクセスなど）の発生
後にアプリケーションをパブリッククラウドから元の場所に戻す決定をしたと回答しています。これは
驚くべき割合であり、クラウド、ネットワーク、セキュリティの計画が包括的に行われなければ、クラウド 
モデル全体を長期的に維持できなくなります。

http://www.frost.com
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テレワークの増加
COVID-19拡大以前の企業の IT チームでは、エンタープライズ アプリケーションへのセキュアなアクセ
スを提供することが求められていたリモート ワーカーおよびモバイル ワーカーの割合は限られていまし
た。COVID-19 は従来のモデルを完全に破壊しました。企業の従業員の大半がテレワーク環境に移行した
ためです。世界的なパンデミックの宣言から 1 年後も、ほとんどの企業が大半の従業員を対象にテレワー
クのサポートを継続しています。Frost & Sullivan は、このパンデミックで得られた教訓に加え、能力に基づ
いて場所の制約なく人材の調達ができるメリットや、オフィスのインフラストラクチャの縮小によるコスト節
約効果により、さまざまな業界でテレワークが常態化すると予測しています。

在宅勤務が一般的になれば、企業は、ユーザーによるクラウドベースのアプリケーションへの接続を最適化
し、セキュリティ保護することが不可欠となります。多くのリモート ワーカーは自宅の家庭用ブロードバンド 
リンクのみに依存していることを考えれば、SD-WAN は継続的な監視とトラフィック ステアリング機能でリ
ンクを最適化することにより、ユーザーに大きなメリットをもたらする可能性があります。会社から支給され
たモバイル デバイスを使用するユーザーは、ワイヤレス 4G/LTE リンクを SD-WAN に追加することにより、
使用可能な帯域幅を増やすことができます。ただし、セキュアなアクセスを、セキュリティ リスクにさらされ
やすいブロードバンド リンクを使用するリモート ユーザーにも拡張すること、および ID とデバイスに基づ
くアクセス許可を確保することが企業の IT チームにとって大きな課題となります。

エッジ ロケーションの増加への対応：拠点、リモート ワーカーおよびモバイ
ル ワーカー、モノのインターネット（IoT）
企業の IT インフラストラクチャにおいてクラウドの導入が進んでいるだけでなく、クラウドとはまったく異
なるものも、並行するトレンドとして勢いを増しています。それはエッジ コンピューティングです。「エッジ 
コンピューティング」という用語は、インテリジェンス、データ処理、分析、通信の機能をデータが生成され
る場所（ネットワーク ゲートウェイまたはエンドポイント自体）で実行することを意味します。エッジ コン
ピューティングで、コンピューティングをデータ ソースの近くに配置することにより、遅延の影響を受けや
すいコンピューティングの処理が可能になります。また、制御性の確保とインサイトの迅速な獲得によりビ
ジネスの俊敏性を高めることができ、運用コストを削減できるため、結果的により効率的なネットワーク帯
域幅のサポートが可能になります。

http://www.frost.com
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「エッジ」は、コンピューティング リソースとネットワーク リソースを併せ持つもので、デバイス
（IoT ノードやモバイル デバイスなど）の場合も、場所（支社の拠点、従業員の自宅、通信事業者の 
PoP（Point of Presence））の場合もあります。ただし、ほとんどのエッジ環境では、データ処理はロー
カルで行われますが、エッジ ロケーションは多くの場合クラウドでホストされるアプリケーションに接
続します。クラウドは通常、複数のソースからのデータが集約され、最新のアナリティクスや機械学習
のソフトウェアと統合されており、指示をエッジ デバイスに送り返します。簡単に言えば、エッジ ロケ
ーションでは、幅広いさまざまなシステムでデータが保存され、処理されることになるため、企業の境
界をさらに広げ、セキュリティ リスクを高めます。たとえば、遠隔で健康を管理するのためのウェアラブ
ル センサーのデータは、エッジ ロケーションで収集され、ローカルで処理されてから、集計済みのデ
ータがクラウドに送信されて保管され、医療従事者がセキュアにアクセスできるようになります。エッ
ジ ロケーションの増加により、そうしたエッジ ロケーションを最適化し、データセンターやクラウドで
ホストされるアプリケーションへの接続をセキュリティ保護する必要性が高まっています。

SD-WAN とセキュリティの融合がもたらすパワー

WAN に仮想化をもたらす SD-WAN
現在の分散化されたクラウド中心の環境において、SD-WAN は、静的で柔軟性に欠ける従来のハブ
アンドスポーク型のネットワーク アーキテクチャが使用されていた拠点の接続に俊敏性をもたらす
ことで、エンタープライズ WAN に変革をもたらしました。SD-WAN アーキテクチャでは、Software-
Defined Networking（SDN）の原則が使用され、WAN の制御プレーンからデータ プレーンが分離さ
れます。基盤となる転送ネットワーク（MPLS、Ethernet、ワイヤレス、サテライトなど）を抽象化し、顧
客構内設備（CPE）やエッジ デバイスからソフトウェアベースの統合コントローラに制御インテリジェ
ンスを移動させます。ネットワーク管理者は、グラフィカル ユーザー インターフェイス（GUI）ベースの
管理プラットフォームにより、アプリケーション固有のビジネス ポリシーを定義することができます。こ
のポリシーは、コントローラによってルーティング ポリシーに変換され、エッジ デバイスに適用されま
す。

ハイブリッド WAN でパブリック ネットワークとプライベート ネットワークを使用できること、および
事前に定義されたポリシーに基づいてリアルタイムにルーティングに変更を加えられることは、企業に
メリットをもたらします。SD-WAN ソリューションにより、企業はクラウドベースのアプリケーションに
インターネット リンク経由で直接接続する選択肢が得られます。たとえば、ホスト型プライベートクラ
ウド内の ERP アプリケーションに接続するには、MPLS が最適な選択肢だとしても（セキュリティおよ
びコンプライアンス上の理由により）、そこまでクリティカルではない SaaS アプリケーションへのアク
セスにはインターネット リンクで十分な場合があります。

ネットワークをソフトウェアで定義できるなら、セキュリティはどうでしょう
か？
WAN がソフトウェア中心のアプローチに進化して、ユーザーやアプリケーションの分散に対応してい
るのに対して、セキュリティは大部分が集約型のままです。アプリケーションが複数のクラウドに展開
されている場合、従来のインフラストラクチャベースのセキュリティでは十分ではありません。Frost & 
Sullivan では、セキュリティ プロファイルをインフラストラクチャ レベルではなく、ユーザーおよびア
プリケーションのレベルで適用するのが適切なアプローチであると考えます。企業がビジネスのリス
クを軽減し、デジタル資産を保護するには、エンタープライズ アプリケーションにアクセスする際に、
ユーザーまたはデバイスの ID およびコンテキストに基づいて自動的にセキュリティが適用されるよう
に、包括的にセキュリティに対処する必要があります。アプリケーションの認識により、きめ細かく動的

http://www.frost.com
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なネットワーク ルーティングの処理が可能になります。SD-WAN では、このアプリケーションの認識を
活用して、セキュリティ機能およびポリシーのプロビジョニングをアプリケーション レベルで行うセキュ
リティ モデルを実現します。アプリケーション レベルのきめ細かいセキュリティ モデルには、次のよう
にさまざまな潜在的なメリットがあります。

• セキュリティ ポリシーが簡素化され、ポリシーの競合が発生する可能性が最小限に抑えられ、
あるポリシーによって別のポリシーのセキュリティの目標が部分的にまたは完全に無効になる
ケースを減らすことができます。セキュリティ ポリシーがさまざまなアプリケーションに対して
一貫性を持って適用され、ユーザーが SaaS アプリケーションのファイルまたは E メールの添
付ファイルをダウンロードする際に、セキュリティ上の脅威にさらされることがなくなります。

• アプリケーション固有の機能とポリシーがあれば、行動異常検知の精度が高く（ノイズが少な
く）なります。これにより、セキュリティ確保が改善されるだけでなく、セキュリティ アナリスト
のインシデントの調査と対応にかかる時間の短縮にもつながります（調査が必要なインシデ
ント数が少なくなるため）。

• マルウェアの脅威に変異があったり、新しいセキュリティの暗号化がアプリケーションに組み
込まれたりしても、クラウドのセキュリティの性質上、脅威の状況の変化やビジネス ニーズの変
化に対応することができるため、企業はアプライアンスに費用をかける必要はありません。

• セキュリティ機能とポリシーがアプリケーションごとに自動的にプロビジョニングされると、手
動での作業を最小限に抑えることができ（作業時間と管理作業ミスの低減）、セキュリティ運
用のスケーラビリティが向上します。また、セキュリティ関連の優れた人材の時間と労力を、日
常的な運用作業ではなく戦略的な取り組みに振り向けられるようになります（貴重なリソース
の最適な活用）。

http://www.frost.com
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SASE により、ネットワークとセキュリティをソフトウェアベースに
SASE は、ネットワークとセキュリティの機能を 1 つのフレームワークにまとめたもので、ソフトウェ
アベースであり、分散した SASE PoP を介してクラウドから提供されます。ユーザーとデバイスはも
っとも近い SASE PoP に接続します（オンプレミスまたはサードパーティのデータセンターに展開
されている PoP、ネットワーク PoP、セキュリティ PoP、またはクラウド PoP）。それにより、クラウド
（IaaS、SaaS、PaaS）アプリケーションにアクセスするエンドポイントに最適なルーティングとセキュリ
ティ ポリシーが決まります。各アプリケーションのルーティングとセキュリティ ポリシーは、エンティテ
ィの ID、リアルタイムのコンテキスト、エンタープライズ セキュリティ/コンプライアンスポリシー、およ
びセッション全体を通じたリスク/信頼の継続的な評価に基づきます。SASE の目的は、クラウドから仮
想的に、包括的なセキュリティ サービス（通常、企業のデータセンターの物理的なアプライアンス上
にオンプレミスで展開されます）を提供することですが、含まれている重要なコンポーネントは、資料 
2 のとおりです。

資料 2：SASE のコンポーネント

SD-WAN
ゼロトラスト ネットワーク 

アクセス（ZTNA）
Cloud Web Security

次世代ファイアウォール
（NGFW）

• SD-WAN アーキテクチャ
では、SDN の原則が使
用され、WAN の制御プ
レーンからデータ プレー
ンが分離されます。基盤
となる転送ネットワーク
（MPLS、Ethernet、ワイ
ヤレス、サテライトなど）
を抽象化し、CPE やエッ
ジ デバイスからソフトウ
ェアベースの統合コント
ローラに制御インテリジ
ェンスを移動させます。

• SD-WAN 機能は、お客様
のサイトまたはクラウド
に物理または仮想の CPE 
を展開することで有効に
なります。この点に独自
性があり、エッジのルー
ティングとセキュリティを
結び付けるのに適してい
ます。

• ネットワーク管理者はア
プリケーション固有のビ
ジネス ポリシーを一元的
に定義することができ、そ
のポリシーがコントロー
ラでルーティング ポリシ
ーに変換され、エッジ デ
バイスに適用されます。

• ZTNA は全体的な戦略お
よびフレームワークであ
り、ネットワーク全体の不
正アクセスの防止、セキュ
リティ侵害の封じ込め、
攻撃者によるラテラルム
ーブメントのリスクの低減
に役立ちます。

• ZTNA により、ネットワー
クにおける、ユーザー ID 
およびコンテキストに基
づくアクセスの判定が可
能になります。IP アドレ
スのみを確認するのでは
なく、対象の属性には、ロ
ール、場所、デバイスの種
類、セキュリティの状態が
含まれます。

• 各ユーザーとアプリケー
ションごとのポリシーが
対応付けられ、アプリケ
ーションがどこでホストさ
れているかにかかわらず、
そのポリシーが適用され
ます。ユーザーごとに 1 
組のポリシーが適用され
ます。

• これには、セキュア Web 
ゲートウェイ（SWG）およ
びクラウド アクセス サー
ビス ブローカー（CASB）
が含まれます。

• SWG はインターネット ト
ラフィックと組織のネット
ワーク間の境界の役割を
果たし、疑わしいデータ
や未知のデータをブロッ
クし、信頼できる承認済
みのデータのスムーズな
送受信を可能にします。

• CASB は、ユーザーとクラ
ウドサービスの間のセキ
ュリティ制御ポイントの
役割を担うソフトウェア
です。CASB は当初、シャ
ドウ IT を見つける手段
の 1 つでしたが、そこか
ら進化して、可視化、コン
プライアンス、データ セ
キュリティ、脅威に対する
保護などのさまざまな機
能が含まれるようになっ
ています。

• CASB は、マルウェアに対
する保護やデータの暗号
化により、保護のレイヤー
を追加します。

• NGFW は、ステートフル 
パケット フィルタリング、
仮想プライベート ネット
ワーク（VPN）、アプリ
ケーションの可視化/制
御、ユーザー ID ベース
の制御、侵入検知/防止、
ゲートウェイのウイルス
対策、URL フィルタリン
グ、スパム対策、情報漏
洩防止対策、高度なマル
ウェア対策のサンドボッ
クス検査など、幅広いセ
キュリティ機能を実行し
ます。
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SASE は企業の IT チームが、ビジネス アプリケーションごとに最適なサイズのセキュリティ機能とポ
リシーをプログラムで用意するため、管理の規模を適切に調整するため、セキュリティの有効性を高め
るため、さらに、セキュリティ関連コストの上昇傾向に歯止めをかけるため（特に運用面で）に役立ちま
す。SASE により、分散した拠点のネットワークとセキュリティの監視のすべてを、統合コントローラで
オーケストレーションすることができます。SASE はソフトウェアベースで、クラウドで提供されるモデル
であるため、拠点担当者は作業の必要がなく、ネットワークとセキュリティの管理のスケーラビリティを
高めることができ、すべての拠点で機能とポリシーを統一的に定義し、適用することができます。

VMware SASE ソリューション：クラウド中心のネットワ
ークとセキュリティの実現

VMware SASE プラットフォームは、VMware SD-WAN Edge デバイス、VMware SD-WAN Gateway、
および VMware SD-WAN Orchestrator で構成され、クラウドで提供される SD-WAN ソリューション
上に構築されます。エッジ デバイスとオーケストレーターはほとんどの SD-WAN ソリューションに含
まれる典型的なものですが、VMware Gateway は VMware 独自のもので、グローバルな SASE PoP 
の迅速な提供に役立ちます。 

グローバルな SASE PoP の拡大
VMware の ネットワークの PoP は、そこでホストされる 3,000 を超える、ステートレスで水平方向に
拡張可能なゲートウェイで構成されます。それぞれの PoP はネットワーク（SD-WAN）とセキュリティ機
能が組み合わされ、SASE PoP として機能します。グローバルに分散された PoP は、ユーザーとクラウ
ドベースのアプリケーションの間のギャップを動的に橋渡しします。これは、次のような、パートナーの
充実したエコシステムで構成されています。

• 業界をリードするクラウド IaaS プロバイダー（Azure クラウドなど）

• SaaS クラウド（Microsoft 365 など）

• セキュリティ クラウド（Zscaler クラウドなど）

• テレコム クラウド（AT&T MPLS PoP など）

• ネットワーク交換（Equinix など）

SASE の全体的なバリュー プロポジション（価値提案）は、クラウド モデルでネットワークとセキュリ
ティの機能をユーザーの近くで提供することであるため、SASE PoP をホストするパートナーの多様性
は、ユーザーの場所やアクセスするアプリケーションに関係なく、最適化されたセキュアな接続を確保
するのに役立ちます。

一元的なオーケストレーションと本質的なセキュリティ
VMware SASE PoP は、企業が単一の管理インターフェイスを使用してユーザー、アプリケーション、
データ、ネットワークを保護するのに役立つ、本質的なネットワークとセキュリティ コンポーネントを提
供します。VMware SASE のクラウド セキュリティには、以下のコンポーネントが含まれます。

• VMware Secure Access は、ZTNA と VMware Workspace ONE を組み合わせ、さまざまな
エンドポイント（モバイル クライアント、拠点、キャンパス）に、一貫性のあるセキュリティとサ
ービス品質のポリシーを提供します。
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• Cloud Web Security には、SWG、CASB、データ損失防止、サンドボックス、SSL トラフィック
検査、リモート ブラウザー分離の機能が含まれます。SWG テクノロジーは VMware SD-
WAN Orchestrator と統合されており、ネットワーク管理者はすべての拠点でセキュリティ機
能を一元的に定義して適用することができます。VMware は、業界最高レベルのセキュリティ 
プロバイダーをサポートするため、Zscaler をはじめとするセキュリティ ベンダーとも強固なパ
ートナーシップを築いています。

• VMware SD-WAN Gateway は、クラウド IaaS および SaaS アプリケーションにアクセスする
ユーザーに最適化されたパスを提供します。Gateway は世界中の主な地域の PoP 拠点にあ
り、トラフィックをデータセンターにバックホールする必要がなくなります。また、ゲートウェイ
が VPN コンセントレーターの役割を果たし、拠点からクラウドまでの単一の VPN を構築す
るため、SD-WAN Gateway アーキテクチャにより、拠点とクラウドの間に複数の VPN を手動
でセットアップする必要がなくなります。

• ファイアウォールには、VMware NSX NGFW、侵入防止システム、侵入検知システムの機能が
含まれます。

Edge Network Intelligence による運用の簡素化
企業のユーザーやデバイスの分散化が続くと、ネットワーク運用の検出、分析、修正を行うためのエ
ンドポイントの可視性が不十分であることが、IT チームの最大の課題となります。テレワークが続
き、IoT デバイスの数が増加すれば、ネットワーク管理の複雑さはさらに顕著になります。SDN をルー
ツとする、自己修復型の WAN という考え方は、登場以来、SD-WAN の議論の中心となっています。ベ
ンダーやプロバイダーなどは、日常的なネットワーク運用作業の自動化、ポリシーの設定、設定された
目標に対するネットワーク パフォーマンスの測定、必要に応じたネットワークへの対応と修正を行える
ように、アプリケーションを認識するネットワークまたはインテントベースのネットワークを実現しよう
と、人工知能(AI)および機械学習ツールに投資し、統合を行っています。

VMware Edge Network Intelligence は、特定のベンダーに依存しない AIOps ソリューションであ
り、Gateway で幅広いネットワーク、デバイス、アプリケーション ソースからの大量のデータを処理で
きるように、機械学習アルゴリズムとビッグデータ分析が取り入れられています。AIOps ソリューション
では、見つかったアプリケーションの問題がローカルの Wi-Fi ネットワーク、ブロードバンド ネットワー
ク、WAN、ネットワーク サービスまたはアプリケーションの問題によるものかどうかが明確に示されま
す。これにより、IT チームのネットワーク運用と管理が大幅に簡素化されます。現在提供されているソ
リューションでは、イベントの予測および IT 担当者への通知ができますが、手動での作業を不要にす
るためのロボティック プロセス オートメーション（RPA）の組み込みや、それに代わる WAN の自己修
正機能の搭載などが予定されています。

事業継続性を確保するための組み込みのレジリエンス
クラウドで提供されるインフラストラクチャである VMware SASE PoP では、連続稼働時間 
99.99% のサービスレベル アグリーメント（SLA）と、24 時間 365 日の自動障害検知がサポートさ
れており、信頼性の高い、セキュアな WAN 接続が確保されます。VMware SD-WAN Gateway は、
アクティブ/アクティブ モードで、VMware および VMware のパートナーの PoP に分散されてお
り、各 SD-WAN サイトにプライマリおよびバックアップの SD-WAN Gateway と Orchestrator が割
り当てられるため、本質的なレジリエンスを提供できます。プライマリ SD-WAN Gateway に障害が
発生した場合、トラフィックは自動的にバックアップの SD-WAN Gateway にルーティングされます。
同様に、プライマリの VMware SD-WAN Orchestrator に障害が発生した場合、お客様はバックア
ップの Orchestrator にログオンできます。
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結論

SD-WAN の登場により、企業はクラウドが重要な役割を占めている、IT の変革の取り組みと歩調を
合わせ、究極的に WAN の変革が可能になります。しかし、セキュリティの計画は多くの場合、別途行
われるため、ネットワークおよび IT に関する取り組みに支障が出ます。デジタル トランスフォーメー
ションの計画を成功させるには、ネットワーク、セキュリティ、クラウドの展開について包括的な考え方
が必要であることが多くの企業に認識され始めています。この要件に対応できるのが SASE です。企
業が SASE のメリットを十分に享受するには、SASE PoP の規模、セキュリティ機能の幅の広さと充実
度、SD-WAN プロバイダーがネットワークとセキュリティ ポリシーのオーケストレーションと管理を一
元的に行えることのすべてが考慮すべき重要な要素となります。市場をリードする SD-WAN ソリュー
ションを持ち、世界中に展開さた SASE PoP、充実したデータ分析およびインテリジェント ネットワー
ク管理機能を併せ持つ VMware は、最適なベンダーとなりえるでしょう。

http://www.frost.com


本書の著作権は、©2021 Frost & Sullivan に帰属します。
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VMware SASE ソリューションの詳細につ
いては、 https://www.vmware.com/jp/
products/secure-access-service-edge-sase.
html をご覧ください。
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