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今日のクラウドファーストの世界では、リモート
アクセスの要件がますます厳しくなっており、多
くの組織ではリモートワーカーに適切なセキュリ
ティを提供することに苦労しております。

しかしリモートワーカーはクラウドネイティブの
セキュリティソリューションへの移行に適してお
り、比較的少ない労力でリスクを大幅に低減し、
ユーザーの利便性を向上させることが可能です。 

テレワークの実施に
クラウドセキュリティ 
が必要な5つの理由
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どうやってリモートワーカーのセキュリティを最適な状
態に保持するかを考えるときに、クラウドネイティブな
ソリューションを使用してセキュリティスタックを変革
するためにこのeBookに書かれている 5 つの理由を検討
してみてください。これから5 つの理由ごとに、問題と
そのリスク、Netskope がどのようにして問題に対処す
るか、そして現在のセキュリティソリューションの有効
性をテストして評価する方法について説明しています。 

ゼロトラストネットワークアクセスの採用理由5  

柔軟なキャパシティ管理とグローバルでのパフォーマンス理由4  

アクセスの危険性とアノマリー理由3  

データの漏洩・盗難理由2  

クラウド型の脅威理由1  
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クラウド型の脅威
クラウドは新たな攻撃対象です。 クラウドを利用した
攻撃の第1位はフィッシングであり、主なフィッシング
ターゲットはクラウドアプリやWebメールの従業員の
ユーザーIDやパスワードなどの資格情報です*1。従来
のWebセキュリティ防御は、不正なURLへのアクセス
をブロックすることに焦点を当てたものや、悪意のあ
るコードを探すエンドポイントソリューションです。
これらではクラウドへの攻撃を防ぐことはできません。

01 クラウド型の脅威理由1  
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サイバー犯罪者は今、クレジットカードの番号よりも
クラウドのIDを欲しがっています。SaaS認証情報を狙
ったフィッシング攻撃（30.8％）が、決済システム
（19.8％）や金融機関（19.4％）を上回っています。

APWG Phishing Trends Activity Report, Q4 2019 - 
https://apwg.org/trendsreports/

事実:

01
NETSKOPE の優位性

Netskope の次世代 Secure Web 
Gateway（NG SWG）は、クラウ
ドネイティブな防御機能を利用し
て、あらゆる場所からすべての
ユーザーとデバイスを保護します。
Netskopeは、何千ものクラウド
サービスやクラウドアプリのトラ
フィックを復号化してアクティビ
ティ（その通信がアップロードな
のか、ダウンロードなのか、など)、
インスタンス（企業用か、個人用
か、など）、データの内容（重要
な情報がはいっていないか）を把
握し、高度な脅威防御を提供する
機能を備えています。クラウドに
対する攻撃を防止するには、これ
らの情報（コンテキスト）を利用
する必要があります。クラウド
サービス、クラウドアプリ、Web
サイトのコンテキストを解読でき
ない防御方法は、今日の脅威から
組織を守ることはできません。

評価試験

現在使用しているセキュリティスタ
ックが、どれほどの数のクラウドサ
ービスとクラウドアプリを対象に、
コンテンツとコンテキストを検査で
きるのかを評価します。管理されて
いるものと、シャドーITのような管
理されていないクラウドの両方を含
めます。また、ユーザー ID、デバイ
スタイプ、クラウドアプリケーショ
ン、リスクのレベル、アプリケーシ
ョンインスタンス、ユーザーアクテ
ィビティ、転送されたデータなどの
メタデータが確認可能であることを
確認します。もし管理されていない
クラウドアプリの不正なインスタン
スからのクラウドフィッシング攻撃
を調査することになった場合、必要
な可視性とメタデータを持っている
でしょうか。

今日、企業は一般的に2400以上のクラウドサービス
とアプリ*2を利用しており、そのうち1600以上が脅
威を持っていることが分かっています*2。

  クラウドサービス、クラウドアプリ、クラウドストレージがレ
ガシーなセキュリティスタックを回避するために利用されてい
る例があります。そもそもテザリングなどにより企業ネットワ
ークを通らない場合や、URLフィルタリングなどでブロックし
ていないクラウドを使用されてしまうことがあります。よく知
られたクラウドサービスは、信頼できるドメインと有効な証明
書を持っており、そのレガシーな防御を回避するためにホワイ
トリストに登録されている場合もあります。これにより通常、
1日のうち最大89%の時間をクラウドにアクセスしているリモ
ートワーカーに対して非常に簡単に多くの攻撃を仕掛けられる
ようになります*2。

4  - https://apwg.org/trendsreports/

  クラウド型の脅威理由1  



データの
漏洩・盗難

クラウドデータは、データ
の漏洩や盗難につながる4
つの要素にまたがってい
ます。 

まず、Microsoft O�ice 365やGoogle CloudのG Suiteなど、身
近で信頼できるマネージドクラウドサービスは、ホワイトリスト
に登録されていることがよくあります。そのため、リモートワー
カーは誤って、あるいは意図的にこれらのクラウドサービスの会
社と個人のインスタンス間でデータを移動させてしまいます。 

第2に、企業内でIT部門により管理されたクラウドサービスを利用
しているのはほんの一握り（通常は2%未満）であり、部門導入や
個人利用などの管理されていないクラウドサービスを利用してい
るのが98%です。管理されていないクラウド・アプリは通常、各
事業部門や個人が自由に採用しており、重要なデータがこれらの
サービスに簡単に流れることがよくあります。
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02 データの漏洩・盗難理由2  
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NETSKOPE の優位性

Netskope NG SWGは、クラウドベ
ースのDLP（Data Loss Prevention）
を利用してリモートワーカーを保
護します。Netskope のDLP は、組
織内で使用されているクラウドア
プリケーションのコンテンツ、コ
ンテキスト、インスタンス、カテ
ゴリ、リスクレベルなどを豊富に
把握しています。 従来の Web 防
御にはないこれらを使用して、ク
ラウドで直接、効果的なデータ保
護ポリシーを構築することができ
ます。Web プロキシと外部 DLP ア
プライアンス間の従来の Internet 
Content Adaptation Protocol (ICAP) 
インターフェイスはもう不要です。 

Netskopeは、クラウドとWebの両
方のセキュリティを確保するため
のポリシーを統一し、一つのクラ
ウドセキュリティプラットフォー
ムで提供します。つまり、DLPポリ
シーをWebページのコンテンツ、
ファイル、フォームだけでなく、
同じポリシーを何千ものクラウド
サービスやアプリにも適用するこ
とができます。

評価試験

4 つの要素にまたがるセキュリティ
スタックをテストしましょう。DLP
 のルールとポリシーを適用して、
企業用のテナントにアップロードさ
れた機密データと認可されたクラウ
ドアプリの個人インスタンス、また
は管理されたクラウドアプリと管理
されていないクラウドアプリを比較
します。現在使用しているセキュリ
ティスタックにリモートワーカーに
ついての可視性がある場合、それは
クラウドアプリのカテゴリ間でのク
ラウドデータの移動を検知したり、
クラウドアプリのリスクについての
点数を提供でき、事業部門や従業員
がリスクの低いクラウドアプリを安
心して使用することを許可できるで
しょうか。

第3に、クラウドアプリケーションのカテゴリ間でのデータ
移動が一般的だということがあげられます。たとえばクラウ
ドストレージアプリ間のデータ移動、クラウドストレージか
らコラボレーションアプリへのデータ移動、クラウドストレ
ージからWebメールアプリへのデータ移動などが含まれます。
望ましくないカテゴリ、アプリ、インスタンス間の機密デー
タやプライベートなデータの移動を検知し、管理しなければ
大切な情報を守れません。
最後が、クラウド・アプリケーションに関連するリスクを理
解しないと、データが漏洩するリスクがあるクラウド・アプ
リケーションへのアクセスやユーザーの活動を制限すること
は不可能であるという点です。何がリスクの低いアプリケー
ション（例：Microsoft OneDrive、Box）であり、何がリス
クの高いアプリケーション（例：WeTransfer、Zippyshare）
なのかを把握することは、セキュリティチームが適切なデー
タの保護ポリシーをリモートワーカーのために設定するの
に役立ちます。
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20%のユーザーがクラウドアプリ間で機密データを移
動させており、そのうち37%のデータがDLP違反に関
与しています。 

Netskope Cloud and Threat Report - February 2020

統計:

データの漏洩・盗難理由2  



アクセスの危険性とアノマリー
クラウドのアイデンティティとアクセス
が新たな境界線となっており、サイバー
犯罪者にとって支払いや金融関係の情報
よりも、クラウドへのアクセス資格情報
をフィッシングすることが第一の標的と
なっていても不思議ではありません。 
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03 アクセスの危険性とアノマリー理由3  
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NETSKOPE の優位性

Netskopeは、リモートユーザーが
どこにいても、どのようなクラウド
アプリケーションやWebサイトにア
クセスしていても、収集した豊富な
メタデータに基づいて、ユーザーと
エンティティの行動分析（UEBA）
を提供します。Netskope UEBA機械
学習による異常検知により、アカウ
ントの漏洩、悪意のあるインサイダ
ー、データの流出などを検知するこ
とができます。大量ダウンロード、
大量アップロード、大量削除、レア
イベント、地理的近接性分析、高リ
スクな国からのアクセス、複数回の
ログイン失敗などのアクティビティ
を分析することで、さらなる洞察と
アラートを提供します。

皆様のセキュリティチームへ質問し
ていただきたいことがあります。そ
れは、現在のセキュリティ構成で、
クラウド・アプリケーションにおけ
るアクセス侵害の疑いや異常なユー
ザーの振る舞い・行動を検出または
調査できるでしょうか、ということ
です。

評価試験

不審なデータ流出の動作をシミュレ
ートすることで、現在のセキュリテ
ィスタックをテストします。管理さ
れているクラウドアプリケーション
の会社のインスタンスから10個以上
のファイルをダウンロードして、管
理されていないクラウドアプリケー
ションの個人インスタンスにアップ
ロードし、20分待ってから個人イン
スタンスからファイルを削除します。
これにより、アラートが表示されま
したか？粒度の細かいポリシー制御
を使用し、このような操作を防ぐこ
とはできますか？ 

フィッシングが成功してしまった場合、企業の次の防御策は、
侵害された資格情報の使用状況とそれに関連する悪意のある
活動を可能な限り迅速に特定することです。アクセス侵害や
異常な振る舞いを検知するには、何千ものクラウドサービス
やアプリから収集した豊富なメタデータと、機械学習（ML）
モデルやユースケースのコンテキストを理解する必要があり
ます。クラウドサービス利用時にやりとりされるコンテンツ
やコンテキストを復号化することができないレガシーな防御
方法では、リモートワーカーを無防備なままにしてしまい、
セキュリティ運用面においてはアクセス侵害や異常な振る舞
いを検知したり調査したりすることができなくなります。
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クラウドを活用した攻撃は、有効なSSL証明書を持つ
信頼できるドメインを使用して資格情報をフィッシン
グすることができ、検出可能な不正コードがないため
エンドポイントでの防御を回避することができます。 

注意:

アクセスの危険性とアノマリー理由3  
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柔軟なキャパシティ管理とグローバルでのパフォーマンス

サイバー犯罪者は、正規の組織よりも早くクラウドを導入し
ており、正規の組織の多くは、何年も前に投資したウェブ・
セキュリティ・アプライアンスを使用してクラウドの利用を
安全にしようとしています。リモートワーカーは、VPN接続
を介してこれらのアプライアンスを経由してヘアピン（また
はバックホール）されることがよくあります。これらのアプ
ライアンスは、通常、計算能力やストレージ容量が制限され
ており、セキュリティチームは、許容できるパフォーマンス
とセキュリティ機能のトレードオフを余儀なくされます。

04 柔軟なキャパシティ管理とグローバルでのパフォーマンス理由4  
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ガートナーのレポート「The Future of Network 
Security is in the Cloud」で、クラウドネイティブセ
キュリティの未来についてのガートナーの考えを読ん
でみてください。
Published 30 August 2019 - ID G00441737

アナリストの見解:

04 NETSKOPE の優位性

Netskopeは、クラウドサービスや
アプリの暗号化されたトラフィック
を復号化しての検査、Webトラフィ
ックのフィルタリング、高度なデー
タ保護と脅威の防御を行うために、
クラウドネイティブのセキュリティ
マイクロサービスを1つのグローバ
ルプラットフォームで提供してお
り、高いパフォーマンスと拡張性を
備えています。
また、Netskopeは、Amazon Web
Services (AWS)、Microsoft Azure、
Google Cloud Platform(GCP)など
のサービスとの比類のないピアリン
グを持つ高いキャパシティのポイン
トオブプレゼンス(PoP, 接続拠点)で
構成されるグローバルネットワーク
インフラストラクチャを提供してお
り、リモートワーカーが世界中どこ
にいてもインターネットサービスへ
の最小ラウンドトリップタイムを実
現できるようにします。
NewEdgeと呼ばれるこのネット
ワークインフラストラクチャは、
Netskope Security Cloudを利用す
る際に安全で最良のユーザーエク
スペリエンスを保証します。

.

評価試験

レガシーアプライアンスの防御能力
とNetskopeのクラウド防御能力を
比較してみましょう。独自のテスト
を作成するか、Netskopeのセキュ
リティチェックツール
（netskopesecuritycheck.com）
を使用してください。

外出先のユーザーが既存の社内セキ
ュリティ機器をバイパスしている場
合は、クラウドネイティブの防御策
の導入を検討してください。これら
の防御機能は、データセンターのア
プライアンスを置き換えるか、ある
いは増強することができます。リモ
ートワーカーのリスクが高いことが
分かっている場合には時間が経てば
経つほど危険なので、できるだけ早
くリモートワーカー向けに
NetskopeのPoCや試験的な導入を
検討することを推奨します。

暗号化された SSL/TLS トラフィック（HTTPS）の割合は世界
全体で 84%*3となっており、効果的な防御策には、クラウド
や Web 利用のコンテンツやコンテキストを解読して検査する
ための集中的なコンピューティング能力が必要となります。
ユーザー体験を向上させるためにトラフィックをホワイトリ
スト化したり、リスクや評判に基づいて防御策を選択して発
動したり、クラウドの API ベースの JSON トラフィックを解
読できないようにしたり、リモートワーカーがセキュリティ
機器などによる制御を迂回できるようにするなどのアプロー
チは、すべてクラウドファーストの環境では大きなリスクと
なります。拡張性があり、最適なユーザー体験を提供するリ
モートワーカーのためのセキュリティに対する最新のアプ
ローチは、クラウドからしか提供できません。 

3https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-6QW0Z4A&ct=190528&st=sb

柔軟なキャパシティ管理とグローバルでのパフォーマンス理由4  
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プライベートアプリケーションのパブリッククラウ
ドへの移行や、多くのクラウドアプリケーションの
利用により、企業のデータセンターの必要性が少な
くなってきています。従来のデータセンター内のア
プライアンスに対して接続しなくてはならないレガ
シーな VPN ソリューションを管理することは、望ま
しくないユーザエクスペリエンスや面倒さに加えて、
いくつかのリスクをもたらします。 

ゼロトラスト
ネットワーク
アクセスの

採用 

05 ゼロトラストネットワークアクセスの採用理由5  
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既存のアプライアンスベースの VPN ソリューションは、
必要になったときにすぐに全従業員のリモートアクセス
をサポートするように拡張できますか？ 

懸念事項:

05 NETSKOPE の優位性

Netskope Private Access（NPA）
のようなゼロトラストネットワー
クアクセス（ZTNA）ソリューショ
ンでリモートユーザーを保護し、
データセンターやパブリッククラ
ウド内の認可されたアプリケーシ
ョンのみに直接アクセスできるよ
うにします。NPAはインバウンド
のオープンポートやサービスを必
要としないため、外部からの攻撃
の機会を排除することができます。
NPAは、クラウドネイティブで拡
張性の高いソリューションです。
VPNアプライアンスとは異なり、
ユーザーの同時接続数の増加やリ
ソースの枯渇を心配する必要があ
りません。今こそ、レガシーな
VPN ソリューションから ZTNA に
移行することを検討してみてはい
かがでしょうか。

評価試験

リモートワーカー向け VPN と
Netskope Private Access を並べて評
価比較してみましょう。特に、パブ
リッククラウド環境でのリモートワ
ーカーによるプライベートアプリへ
のアクセスが、従来のリモートアク
セスVPN を使用することでどのよう
に複雑化しているかを考えてみてく
ださい。また、既存のアプライアン
スベースのソリューションとそれに
関連するライセンスが、全従業員の
リモートアクセスをサポートするた
めの拡張性があるかどうかも検討し
てみてください。Netskope では、顧
客がレガシー VPNソリューションよ
りも ZTNA を採用し、ユーザーとネ
ットワークオペレーション(NetOps)
のメリットにより非常に短い期間で
NPAを導入しているのを見てきまし
た。NPAは評価のために通常数時間
以内に導入することができ、そのメ
リットをすぐに確認できます。NPA
 は、本書で紹介したリモートワーカ
ーのクラウドやWebへのアクセスを
確保するためのすべてのメリットを
提供する Netskopeクラウドプラッ
トフォームの一部であることをどう
か覚えておいてください。

第1に、リモートユーザーがVPN を経由してデータセンター
を通りパブリッククラウド環境でホストされているアプリや
リソースにアクセスすると、通信に大きく遅延が生じること
でパフォーマンスが低下します。第2に、ネットワークへ接
続するためのVPN 接続ではオープンしたポートやサービスを
持つことでそれが攻撃される対象になります。そして最後に、
VPN は漏洩したアカウントや悪意のあるインサイダーにもア
クセスを提供し、さらには企業ネットワーク内に入った後に
横移動して攻撃される可能性を増大させます。 

ゼロトラストネットワークアクセスの採用理由5  



リモートワーカーを保護す
るためにはクラウドネイ
ティブでクラウドファー
ストな防御を実現すること
を最優先するべきです。
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リモートワーカーは頻繁にクラウドを利用しており、クラウ
ドを活用した脅威に狙われ、多くのクラウドアプリケーショ
ンやWebサービスにまたがってデータを自由に移動させてい
ます。リモートユーザーをVPN経由で、容量が制限されたレ
ガシーなWebセキュリティアプライアンスにヘアピン接続し
ようとすると、一般的にはエンド・ツー・エンドの遅延が大
きくなり、ユーザーエクスペリエンスが低下します。 

ではそれに対する解決策はなんでしょうか。グローバルに利
用可能なクラウドネイティブの次世代セキュアウェブゲート
ウェイ(NG SWG)を利用して、リモートワーカーを集団から
分離し、必要なセキュリティを提供します。Netskopeを使
用してWebアクセスを制御し、データと脅威から保護し、数
千ものクラウドサービスとアプリへの通信を復号化して、
ユーザー、クラウドアプリ、クラウドアプリのカテゴリ、ク
ラウドアプリのインスタンス、リスクレベル、ユーザーアク
ティビティ、データコンテンツなどへのポリシー制御を提供
します。最後に、Netskopeプラットフォームのもう一つの統
合された機能、ZTNAソリューションであるNetskope Private
Accessを使用して、リモートワーカーに企業のデータセン
ターやパブリッククラウド環境内にあるプライベートアプリ
へ安全かつ最適な経路でのアクセスを提供します。

今日の企業では、
1日に約33%の労
働者がリモート
で働いており、
平均して8つ以
上の拠点*4に分散
しています。 

4Netskope Cloud and Threat Report - February 2020



詳しくはこちら
Netskopeは、どこにいてもリモートワーカーのセキュリティを確保するお手伝い
をします。詳細についてはお近くのNetskope販売代理店にお問い合わせいただく
か、以下のウェブページをご参照ください。

Securing Remote Workers:
https://www.netskope.com/solutions/securing-remote-workers

Move Beyond VPNs:
https://www.netskope.com/solutions/virtual-private-networks

ネットワークの境界線が崩壊しつつあります。ビジネスに摩擦や停滞をもたらすことなく、あらゆる場所でデータとユーザーを保護できる新しい境界線が必要と
されています。NetskopeのセキュリティクラウドはクラウドサービスやWebサイト、プライベートアプリにアクセスする際に、どこからでも、どんなデバイスか
らのアクセスにおいても他の追随を許さない可視性とリアルタイムのデータと脅威からの保護を提供します。世界最大規模の企業がビジネスの速度とデジタルト
ランスフォーメーションを実現するために必要な保護とスピードを適切なバランスで提供することができるのは、クラウドを理解し、世界最大かつ最速のセキュ
リティネットワークを使ってデータ中心のセキュリティを提供するNetskopeだけです。私たちとともに、境界線を再構築しましょう。 

netskope.com
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