
概 要
インテル IT部門は現在、社内環境のセキュリティーを強化する「Beyond the Edge（エッ
ジを越える）」1 セキュリティー戦略を策定しています。この新しいセキュリティー戦略では、
現在インテル IT部門が採用しているアプローチにおける3つの障害への対処を目指し
ています。

•  無制限なネットワーク・アクセス：大多数のユーザーが物理ネットワークと論理ネット
ワークに無制限に接続できるため、エンドポイント・デバイスが悪質なソフトウェアに感
染するおそれがあり、リスクが増大します。

•  非効率なバックホール：インテル IT部門は外部クラウドでのアプリケーションとコンテン
ツのホスティングをサポートしています。現在、ユーザーは、外部でホスティングされて
いるリソースにアクセスする前に、インテルのバックエンドに対する認証を行う必要が
あります。こうした要件がレイテンシー、非効率性、帯域幅の過剰使用の原因となり、プ
ライバシーに関する懸念が発生する可能性も含んでいます。

•  一貫性のない開発者体験とユーザー体験：アプリケーションは社内外でホスティング
されていますが、開発者に対して、適切なセキュリティー機能を使用するための一貫性
のあるインターフェイスが提供されていません。同様に、セキュリティー要件への対応
に関連するユーザー体験も、アプリケーションのホスティング方法やユーザーデバイス
の種類によって異なっています。

インテル IT部門のBeyond the Edgeセキュリティー戦略には次の利点があります。

•  アプリケーションとサービスをクラウドの内外に円滑に移行できるハイブリッド・クラウド・
モデルのサポート

•  アプリケーションやデータがホスティングされている場所や、エンドポイント・デバイ
スの種類にかかわらず、ユーザーと開発者の双方に、同じアクセス方法、同じセキュリ
ティー・インターフェイスの一貫した体験を提供

インテル IT部門では、Beyond the Edgeセキュリティー戦略の概念実証に成功してい
ます。2016年の上半期には、インテルの実稼動環境への限定的な導入を予定しています。

インテル IT部門のBeyond the Edge
セキュリティー戦略によって、 
アプリケーションやデータの 
ホスティング方法や 
使用場所にかかわらず、 
ユーザーとアプリケーション開発者
のセキュリティー体験を 
統一できることを期待しています。
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ビジネス課題
インテル IT部門は、企業ネットワークの境界を保護することに重点を置いていた従来の
エンタープライズ・セキュリティー戦略では、今日のエンタープライズ・コンピューティン
グ環境には不十分であると考えています。まず、近年の情報セキュリティー侵害から分か
るように、企業ネットワーク上のすべてが安全であるとの前提に立つことはもはやできな
くなっています。さらに、アプリケーション、サービス、データ、そしてデバイスでさえも、「エッ
ジの向こう側に」どんどん移行しています。例えば、インテルではエンタープライズ・サー
ビスをすべて社内でホスティングしているわけではありません。10万人を超えるインテル
の従業員は現在、250種類あるSoftware as a Service（SaaS）アプリケーションを1つ
以上使用しています。

図1に示すように、インテルでは、リスクの増大につながる可能性があり、ユーザーとアプ
リケーション開発者の体験がばらばらである原因となっている従来のエンタープライズ・
セキュリティー戦略の3つの特徴を特定しました。

•  従来の戦略では企業ネットワークに無制限に接続できる：通常、IT部門が支給する従
業員用デバイスには接続の制限がないため、企業ネットワーク全体にアクセスできる可
能性があります。このように不必要に幅広いアクセスを提供することで、セキュリティー
侵害のリスクが増大します。平均的なユーザーは企業ネットワークに無制限にアクセス
できる必要はなく、ごく限られた数のアプリケーションにアクセスできれば十分です。ま
た、無制限の接続を提供するには、新しいデバイス、オペレーティング・システム、サービ
スを保護する労力が必要となり、それらが利用可能になるまでに時間がかかります。さ
らに、無制限に接続できるようにするために必要なセキュリティー機能とは、すべてのデ
バイスタイプ、特にモバイルデバイスが、ネットワークに接続するための厳格な要件を満
たせない可能性があることを意味します。

•  従来の戦略ではクラウド・トラフィックが企業ネットワークを通るようにルーティング
されている：現在、外部クラウドのトラフィックは企業ネットワークを通るようにルーティン
グされています（バックホールと呼ばれるプロセス）。ユーザーは最初にインテルのバッ
クエンドに対して認証を行う必要があります。そうすることで初めて、外部でホスティン
グされたリソースにアクセスできるようになります。このことが、レイテンシー、非効率性、
帯域幅の過剰使用の原因となる可能性があります。また、個人のトラフィックと業務の
トラフィックが分離されていないので、プライバシーに関する懸念が発生する可能性が
あります。

•  従来の戦略によって開発者とユーザーの体験に一貫性がなくなっている：情報セキュリ
ティーに対する従来のアプローチでは、アプリケーションがどこにホスティングされるか、
そのアプリケーションにどのエンドポイント・デバイスがアクセスするかによって、セキュ
リティー機能の実装が変わってきます。そのため、アプリケーション開発者は、開発作業
を重複して行わなければなりません。また、ユーザーがこれらのアプリケーションやサー
ビスを利用するために使用するデバイスによって、ユーザー体験も変わってしまいます。
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図1. エンタープライズ情報セキュリティーに対す
る従来のアプローチでは、不必要なリスク、非効
率性、一貫性のない開発者体験とユーザー体験に
関する懸念が発生します。
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ソリューション： 
新しい情報セキュリティー戦略
これまでに説明した業界のトレンドに対応するため、インテル IT部門のセキュリティー戦
略を進化させ、企業ネットワークを越えて活用されるデバイスとクラウドに、さらに効率よ
く拡張できるようにする必要がありました。

図2に示すように、インテル IT部門では現在、次の3つの柱に基づいてBeyond the 
Edgeセキュリティー戦略を策定しています。

•  アクセス制御：企業ネットワークに無制限に接続させるのではなく、アプリケーション単
位で接続できるように、必要最小限のアクセスを実装する予定です。

•  アプリケーションとデータの保護：保管時、転送中、使用中のデータを保護する予定です。

•  エンドポイント検証：エンドポイント・デバイスが悪意のある者から侵害されないように
保護するため、ユーザーとデバイスの属性に基づいてアクセス方法を決定する予定です。

このBeyond the Edgeセキュリティー戦略では、表1に示すように、現在のコンピュー
ティング環境に共通する従来のさまざまな前提を「打ち破り」ます。

インテル IT部門のBeyond the Edgeセキュリティー戦略には次の効果があります。

•  アプリケーションをクラウドの内外に円滑に移行できるハイブリッド・クラウド・モデル
のサポート。

•  アプリケーションやデータがホスティングされている場所やエンドポイント・デバイスの
種類にかかわらず、ユーザーと開発者に、同じアクセス方法と同じセキュリティー・イン
ターフェイスで一貫性のある体験を提供。これは、スマートフォン、2 in 1、Ultrabook™ 
デバイス、タブレットなどさまざまなデバイスが含まれるインテルのコンピューティング
環境で生産性を高めるためには不可欠です。

•  セキュリティー要件の異なる顧客、パートナー、従業員ごとに適切なセキュリティー・レ
ベルを提供。

図2. インテル IT部門のBeyond the Edgeセキュ
リティー戦略の3つの柱を構成するのは、アクセス
制御、アプリケーションとデータの保護、エンドポ
イント検証です。

表1. 従来の前提とインテル IT部門のBeyond the Edgeセキュリティー戦略との比較

従来の前提 インテル IT部門のBeyond the Edgeセキュリティー戦略

ネットワークはセキュリティー境界として使用される。ネットワークに接続
すると、デバイスからリソースへのネットワーク・アクセスが許可される。

セキュリティーをアプリケーション層に移行する。アプリケーション層で、サービ
スとサービス利用者はセキュリティー制御、アクセス、コンテンツ・フィルタリン
グなどのサービスを提供する抽象化されたミドルウェア層を使用する。

企業はすべてのエンドポイント・デバイスとサーバーを所有して制御し、それ
らを完全に信頼する（黙示的）。

多くの場合、利用するサービスはサードパーティーが所有しており、そのサード
パーティーとインテルとの信頼関係は契約によって合意される（明示的）。従業
員がエンドポイント・デバイスを所有していることが多い。

信頼される共通ディレクトリー・サービスはすべてのエンティティーを認識し、
認証はエンティティーに対する認証に基づいている。

ユーザー IDプロバイダーと請求ベースの認証との連携が規範となる。認証は
当事者間の合意に基づく。エンドポイント IDとセキュリティー・コンプライアン
スはアクセスを考慮する際に不可欠な要素である。

エンドポイント・デバイスがアクティブであればいつでも企業の管理環境
からアクセスでき、その従業員だけが使用する。

エンドポイント・デバイスはクラウド・プロバイダーが管理する場合があり、いつ
でも企業の管理環境からアクセスできるとは限らない。パートナーと顧客のエ
ンドポイントはこれまで以上に頻繁にサービスにアクセスする。

エッジを越えるセキュリティー

アクセス
制御

アプリケーションと
データの保護

エンドポイント
検証
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これらの効果に加え、新戦略では、最もコスト効率に優れたホスティング・ソリューション
を選択できる柔軟性を備えた管理機能を提供する予定です。また、すべてのデバイスを企
業ネットワークに接続することで起こる可能性のあるセキュリティー・リスクを低減でき
ると考えています。

次の章では、これら3つの柱について、それぞれ詳しく説明します。

アクセス制御
インテル IT部門のBeyond the Edgeセキュリティー戦略の3つの柱のうち第1の柱と
なるのは、アクセス制御です。統合されたセキュリティーおよび接続層を実装し、任意の
アプリケーション（内部または外部でホスティング）をサポートできるよう論理的に拡張す
る予定です。また、セキュア・ターミネーション・ポイント（STP）を提供し、必要最小限の
アクセスを実装する予定です。STPは図3に示す論理クラウドであり、次の機能を提供し
ます。

•  ポリシー情報ポイント（PIP）：各種データソースから取得した、アクセス要求が承認さ
れるかどうかを判定するための情報を保存します。次の例では、ユーザーとデバイスの
情報、脅威データベース、デバイスの論理的 2 および物理的な場所が含まれています。

•  ポリシー管理ポイント（PAP）：情報セキュリティー・ポリシーが格納されます。

•  ポリシー決定ポイント（PDP）：PAPポリシーとPIPデータに基づいてアクセスを決定
します。

•  ポリシー実行ポイント（PEP）：PDPが行ったアクセスの決定を実行します。

また、STPは認証を処理できるかどうかを判定するために、信頼できる外部の IDプロバ
イダーとの通信を行います。

²  論理的な場所とは、セキュリティー・ポリシーの作成、管理、変更が行われ、必要でなくなった場合に削除が行われる場所です。

図3. セキュア・ターミネーション・ポイントはデータとセキュリティー・ポリシーを用いて、特定のアプリケーションへのユーザーアクセスを許可するかどうかを 
判定します。この戦略では、個人のWebトラフィックは業務のトラフィックと分離されるため、プライバシーに関する懸念が少なくなります。

第 1の柱
アクセス制御

エンドポイント

情報ポイント 外部の
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内部の
IDプロバイダー

セキュア・ターミネーション・ポイント

個人のトラフィック
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ホスティングされる
エンタープライズ・
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インテルが
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エンタープライズ・
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ポリシー情報
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このセキュリティーおよび接続層では、ユーザー IDとデバイス IDの両方を認識する IDサー
ビスと、接続元、コンテンツ、接続先、それらの状態に該当する、必要なセキュリティー制
御を使用します。アクセスはコンテキストに応じて提供されます。目標は、アプリケーション
またはデータがどこでホスティングされているかにかかわらず、同じセキュリティー制御を
使用して、同じユーザー体験を提供することです。

アプリケーション単位での接続の確立
これらの新しいアクセス制御によって、大多数のデバイスが無制限に接続する状態から必
要最小限の接続へと切り替えて、ネットワークのアクセスを減らすことができます。ゆくゆ
くは、直接接続かレイヤー3仮想プライベート・ネットワーク（L3 VPN）を経由することで、
企業ネットワークへの無制限のアクセスを廃止できる可能性があり、攻撃対象領域を大
幅に減らすことができるでしょう。外部でホスティングされたアプリケーションの場合、企
業ネットワークに接続しないデバイスはインターネットに直接ルーティングされます（バッ
クホールが不要）。

アクセス制御のアプリケーション層への移行
アプリケーション単位のL3 VPN接続であっても、セキュリティー・リスクはあります。最
終的には、一部のレガシー・アプリケーションを除き、すべての従来型 L3 VPNを廃止し、
アクセス制御をアプリケーション層（L7）に移行することで、セキュリティーをさらに強化
することを目指しています。そうすることで、HTTPトラフィックがWebアプリケーション・
ファイアウォールを経由するようにルーティングすることができ、現在のL3 VPNディープ・
パケット・インスペクションの代わりに、アプリケーション・ゲートウェイでL7アプリケー
ション認識型の検査とフィルタリングを実装できるようになります。

残る課題
それでもまだほかに重要な課題が存在します。

•  ネイティブ・アプリケーションを新しい制限付きネットワーク・アクセス・モデルに移行
する：これらのアプリケーションでは現在、無制限のネットワーク接続モデルを使用して
います。最終的には、無制限のアクセスではなく、企業ネットワークへの制限付きアクセ
スに適したインターフェイスとプロトコルを使用して、ネイティブ・アプリケーションを最
新のWebアプリケーションにより近い動作にする必要があります。

•  個人のトラフィックと業務のトラフィックを分離する：インテル IT部門では、ユーザー
のプライバシーを確保するため、業務に関連するネットワーク・トラフィックのみを検査
したいと考えています。

セキュリティー・リスクの解消
アプリケーション単位のL3 VPN接続であっても、
リスクはあります。インテル IT部門では、アクセ
ス制御をアプリケーション層（L7）に移行するこ
とを目指しています。
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³  ホワイトペーパー「Improving Data Protection with McAfee Drive Encryption」（英語）を参照してください。

アプリケーションとデータの保護
アプリケーションはデータ（知的財産）へのインターフェイスです。そのため、データ保護は、
インテル IT部門の新しいセキュリティー戦略にとって、常にもう1つの重要な要素になり
ます。転送中と保管時のトラフィックの暗号化は、データの盗難に対して最低限期待され
る保護となっています。ただし、それでもまだ、データはコード実行中に処理される場所
で外部にさらされる可能性があります。この問題の解消こそが、これからデータ保護によっ
て取り組む領域です。現在では、ソリューションとしてさまざまなコンテナー化手法を調
査しています。

図4に示すように、インテル IT部門のBeyond the Edgeセキュリティー戦略は暗号化に
とどまらず、次の方法でデータを保護します。

•  保管時と転送中のデータ暗号化：データがどこにあっても暗号化します。

 –  エンドポイント・デバイス上 3（McAfee* Drive Encryptionやデバイスに組み込まれ
たストレージ暗号化ソリューションなどのツールを使用）

 –  SaaS環境内

 –  転送中（トランスポート層セキュリティー・プロトコルを使用）

•  データの分類とタグ付け：コンテンツの分類とタグ付けを行うツールを使用して、デー
タがSaaS環境に到達する前に、機密情報が含まれているかどうかを検査します。また、
すでにSaaS環境にあるデータも検査します。

•  アプリケーション・セキュリティーの評価：使用されるアプリケーションを登録し、各ア
プリケーションのセキュリティー・レベルを評価して、一般的な脆弱性やプログラミング・
エラーを確認します。

インテル IT部門のBeyond the Edgeセキュリティー戦略の影響は、アプリケーションの
開発方法にも及びます。現在、アプリケーション開発者は、アプリケーションがホスティン
グされる環境がすでに保護されていることを前提としています。そのため、大部分のアプ
リケーションは、運用される環境のセキュリティーを意識していません。インテル IT部門
では、インテルのアプリケーション開発者はむしろアプリケーションが常に危険な環境に
あるという前提に立ち、どこでホスティングされても安全となるようにそれ自身を保護で
きるアプリケーションを開発するよう推奨しています。また、そうしたアプリケーションは
より効率的で、必要となる外部のセキュリティー制御（そのアプリケーションに直接関係
のない制御）が少なくなるようにする必要があります。

図4. 常にデータを保護するために、保管時と転送中のデータの暗号化、データの分類とタグ付け、各アプ
リケーションのセキュリティー・レベルの評価を実施します。

第 2の柱
アプリケーションと
データの保護

保管時と転送中の
データ暗号化

データがどこにあっても
暗号化

データの分類と
タグ付け

データに機密情報が含まれているか
検査

アプリケーション・
セキュリティーの評価
アプリケーションを登録して
セキュリティー・レベルを評価
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エンドポイント検証
アクセス制御とデータ保護を補完する、インテル IT部門のBeyond the Edgeセキュリ
ティー戦略の第3の柱となるのがエンドポイント検証です。IT部門では、インターネット
への「常時接続」に対応できるよう強化されたビジネス・プラットフォームの構築を目指
しています。このプラットフォームでは、システムのブートから最終的なアプリケーション
のメモリー領域に至る、データの実行環境を保護します。

デバイスのセキュリティー対策を評価し、その対策に応じてアクセスを決定するために、
デバイスのアテステーションと測定を行うことを検討しています。例えば、Android™、
iOS*、Windows® デバイスでコンテンツを使用できるように許可する一方で、トラフィッ
クを検査できるように、アプリケーション・レベルのみのアクセスに限定したいと考えてい
ます。また、インテルが管理するデバイスのみパブリック・クラウドのリソースにアクセスで
きて、さらに、デバイスの現在の状態がそのデバイスのセキュリティー制御レベルに対応
するセキュリティー・ポリシーと一致する場合にだけ、アクセスを許可したいと考えてい
ます。

そのため、インテル IT部門のBeyond the Edgeセキュリティー戦略では、STPに「セキュ
リティーの健全性」状態を提示するために、デバイスとユーザーの組み合わせ（エンドポ
イント）が必要です。この状態には、OS、デバイス、センサー、設置されているセキュリティー
制御、ユーザーとデバイスの物理的な場所と論理的な場所、そのデバイスが現在リスク
にさらされているかどうかの情報についての属性が含まれます。IT部門では、対策の評
価プロセスを実行して、エンドポイントがインテル IT部門のポリシーに適合しているかど
うかを検証します。適合していれば、ユーザーとデバイスの両方がクラウドリソースにア
クセスするためのトークンを受け取ります。クラウドリソースではコンテンツが暗号化さ
れています。このプロセスは図5で説明しています。

また、デバイス管理は、インテル IT部門がエンドポイントを保護して必要な情報を収集す
るために不可欠な要素です。そのため、大半のサービスへのアクセスが許可されるのは、
インテルのモバイルデバイス管理システムに統合されているデバイスのみとなります。
さらに、ホスティングされたアプリケーションにアクセスするパートナーや顧客のデバイス
に対しても、同様のソリューションを検討しているところです。デバイス制御と、ユーザー
の属性と権限を付加したコンテキストを組み合わせることで、アクセスをきめ細かく設定
することができます。

図5. 属性を収集することで、デバイスがインテル IT部門のセキュリティー・ポリシーに適合しているかどう
か、要求されたアプリケーションまたはコンテンツへのアクセスを許可するかどうかを判定できる。

第 3の柱
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クラウドのリスクを最小化
インテルのビジネスグループで高まるSoftware as 
a Service（SaaS）アプリケーションへのニーズに対
応するため、インテル IT部門は、SaaSのセキュリ
ティー強化を通じてインテルの知的財産を保護でき
る、ベスト・プラクティスをいくつか開発しました。

SaaSアプリケーションによって、効率性と俊敏性が
高まり、コスト削減が可能になるほか、特にサプラ
イヤーや顧客との協力体制を強化できます。同時
に、SaaSアプリケーションによってセキュリティーの
課題が浮上してきます。これらのアプリケーション
はサードパーティーのインフラストラクチャーでホス
ティングされており、サードパーティーのアプリケー
ション・コードを実行するためです。

クラウドのリスクを最小化するために、インテル IT
部門では次のベスト・プラクティスを確立しました。

•  SaaSセキュリティー戦略を策定し、その戦略を
反映したSaaSセキュリティー・リファレンス・アー
キテクチャーを構築する。

•  リスクと生産性のバランスを図る。

•  SaaSセキュリティー制御を実装する。

•  テクノロジーの発展に合わせて進歩を続ける。

インテル IT部門の経験上、SaaSセキュリティー制
御は次のような種類に分類されます。

•  IDとアクセスの管理の制御：SaaSアプリケー
ションが、適切なユーザーによって、適切なデバイ
スからのみアクセスされるようにします。

•  アプリケーションとデータの制御：データへのイン
ターフェイスであるアプリケーションは、あらかじ
め登録され、セキュリティー要件を満たしている
かどうかについて評価される必要があります。デー
タ暗号化、トークン化、データ損失防止の各種技
法を活用して、データの保護を行います。また、情
報セキュリティー・ポリシーに適合しない方法で
保管または転送される機密情報を検出する際に
も役立ちます。データ制御は、クラウド・トラフィッ
クにリアルタイムで適用することも、クラウド内に
すでに保管されているコンテンツに適用すること
も可能です。

•  ログ記録と監視の制御：情報セキュリティー違
反を検出して適切な ITスタッフに警告を送信し、
適切な対応および是正措置が取られるようにし
ます。

このSaaSセキュリティー・ベスト・プラクティスは、
インテルのセキュリティー、プライバシー保護、法
令遵守を強化すると同時に、各事業部門が新しい
SaaSソリューションを迅速に導入することも可能
にします。

実装のロードマップ
この3年間、モバイルデバイスからのエンタープライズ・アプリケーションやデータへ
のアクセスが増加しています。こうしたデバイスはインターネットに常時接続しており、
企業ネットワークには決して接続しません。現在、インテル IT部門ではモバイルデバ
イス向けに、業務に関連するアプリケーションや一般的なオフィス生産性アプリケー
ションなど、70種類のアプリケーションをサポートしています。これらのアプリケー
ションは、Android™ デバイスと iOS*デバイスの両方からアクセスできます。こうし
たエンタープライズ・アプリケーションのほとんどはWebベースですが、一部はネイ
ティブに動作します。これらのアプリケーションは、これまでに説明したように、デバ
イス制御、ユーザー権限、アクセスするリソースに基づいてアクセス可能となります。

また、インテル IT部門では、セキュリティー・テクニカル・レビューを通過した500
種類のWebアプリケーションにモバイルデバイスからアクセスできるよう許可する
概念実証を実施しました。アクセスは強力な二要素認証に基づき、アプリケーション
への認証は関連する属性とセキュリティー制御に基づいて許可しました。セキュリ
ティー・レベルを維持しながらより多くのアプリケーションとデータにアクセスでき
るというニーズに関しては、ユーザーからのフィードバックは好意的なものでした。
インテル IT部門では近いうちに、この概念実証を、より多くのオペレーティング・
システムやアプリケーション、小型デバイスに拡張する予定です。アプリケーションが
インテル IT部門のセキュリティー標準に適合すれば、そのアプリケーションから社内
リソースへのアクセスを許可する標準プロセスを策定できるため、極めて迅速に拡
張することができます。

2016年の中頃には、概念実証テストの成果を基に、実稼動環境でのBeyond the 
Edgeセキュリティー戦略の実装を開始する予定です。ただし、実装の正確なスケ
ジュールは、パートナーとの関係や、アプリケーション開発、インフラストラクチャー、
デバイス提供といったその他のロードマップとの調整次第で変わります。

エンタープライズ・セキュリティーをエッジの向こう側まで拡張することは、一朝一
夕に実現できるものではありません。段階的なアプローチを踏みながら、既存の制
御も活用していく予定です。インテル IT部門では、数種類のネイティブ・アプリケー
ションと、セカンダリー・デバイス上でそれらのアプリケーションを許可する新しい制
御のみが関わるユースケースに対象を絞り込みます。4 こうしたアプローチを用いる
ことで、ユーザーは、その他の用途については企業ネットワークに無制限にアクセス
できるプライマリー・デバイスを引き続き使用できるため、生産性への悪影響が避け
られます。インテル IT部門は、最終的には、これらのセカンダリー・デバイスが一部
のユーザーにとってプライマリー・プラットフォームの選択肢となるだろうと考えて
います。また、インテル IT部門のBeyond the Edgeセキュリティー戦略の成熟に伴
い、同じアプローチを既存のプライマリー・デバイスにも実装する予定です。

Beyond the Edgeセキュリティー戦略を利用する従業員とデバイスの数を徐々に
増やす予定ですが、完全に移行するには5～6年はかかると想定しています。この
戦略は大多数のユーザーのニーズを満たすでしょうが、しばらくの間は、旧戦略を使
用する必要のあるユーザーも残るだろうと考えています。

⁴  セカンダリー・デバイスとは、インテルの従業員がプライマリー・コンピューティング・デバイスと合わせて利用する
デバイスです。一般的に、セカンダリー・デバイスはタブレット、スマートフォン、2 in 1デバイスなどの小型デバイス
です。
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まとめ
いまや、エンタープライズ・サービスを社内だけでホスティングする時代ではなくなりまし
た。さらに、企業の環境内にあるデバイスがすべて、その企業によって管理されているとは
限りません。その結果、コンピューティング環境では、エンタープライズ・セキュリティーに
対する新しいアプローチが求められています。インテル IT部門は現在、ホスティング状況
にかかわらずプラットフォームとアプリケーションにセキュリティー・ポリシーを適用する、
エンタープライズ・セキュリティー戦略を構築しています。

インテル IT部門のBeyond the Edgeセキュリティー戦略は、従来の戦略とは次の3つ
の点で異なります。

•  クラウド・トラフィックが企業ネットワークを通過するようにルーティングされることがな
くなり、インターネットに直接ルーティングされ、個人のトラフィックと業務のトラフィッ
クが分離されます。こうしたアプローチによって、ユーザーのプライバシーを確保しなが
ら、業務トラフィックの検査が可能になります。

•  この戦略では、企業ネットワークへの無制限の接続ではなく、アプリケーション単位のネッ
トワーク接続を提供します。

•  デバイス、プラットフォーム、OSにかかわらず、同じセキュリティー・アクセス・モデルを
使用します。

インテル IT部門のBeyond the Edgeセキュリティー戦略の概念実証が成功したことで、
2016年の上半期には、実稼動環境への限定的な導入を開始する予定です。この戦略に
よって、ユーザーと開発者への一貫したセキュリティーとアクセスの提供が可能となり、ユー
ザー体験の向上とアプリケーションの合理化が進むことが期待されます。

インテル IT部門のベスト・プラクティスの詳細については、 
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。

お客様の具体的な案件に対し、 
専門家による公平かつ客観的なアドバイスをお求めの場合は、 
http://advisors.intel.com/（英語）をご利用ください。 
簡単なフォームにご記入いただければ、5営業日以内に 
インテルの経験豊富なエキスパートからご連絡いたします。
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