
CylanceGATEWAY ®

分散型の労働環境で VPN なしに SaaS および 
オンプレミスのアプリへの保護されたアクセスを実現 

ソリューション概要 

在宅勤務や個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）と

いった方策の導入は、職場のテクノロジーを保護する

タスクを非常に複雑にしました。ホームオフィスで働

く従業員は、ビジネス用と個人用のテクノロジーを区

別せずに使用することが多く、これが脅威アクターに

多くの新たなエクスプロイトの機会を与えています。

新たなデバイス、アプリケーション、ユーザーが組織

のリソースに接続するたび、新たなセキュリティリス

クが発生します。リモートワーカーがさまざまなホー

ムオフィステクノロジーをワークステーションやビジ

ネスネットワークに接続する場合、こうしたリスクは

急速に高まります。

リモートワークの導入と実践により、セキュリティ上

の脆弱性は飛躍的に増大する可能性があります。この

ことは、限られたサイバーセキュリティリソースに頭

を悩ませる組織に重大な課題を提示します。検査を受

けていないデバイス、アプリ、接続が増大する中、組

織はセキュリティを維持する効果的な方法を必要とし

ています。組織には、望ましくない侵入者をシャット

アウトし、従業員が必要とするアクセスを確実に許可

するソリューションが必要です。そして何よりも、ビ

ジネスの生産性に悪影響を及ぼすことなく、既知およ

び未知の脅威からビジネスリソースを継続的に保護す

るソリューションが欠かせません。

組織には、CylanceGATEWAY® が提供する、インテ

リジェントで多層にわたる統合型の防御が必要です。
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CylanceGATEWAY の利点 

ゼロトラストネットワークアクセス 

CylanceGATEWAY は、ゼロトラストネットワークア

クセス（ZTNA）ソリューションを提供します。ゼ

ロトラストセキュリティのアプローチでは、最初か

らすべてを信頼できないものとして捉えます。これ

により、無数にあるデバイスを個別に検証し、認証

して、保護しようとする難問が解決します。ユー

ザー、デバイス、アプリが内部リソースにアクセス

するには、信頼できるやり取りを確立して維持する

必要があります。こうしたやり取りは継続的に監視

され、信頼性が変わると、それに応じてアクセスレ

ベルが変更されるか、その他の対応策が取られるこ

とになります。またCylanceGATEWAYを弊社のエ

ンドポイントセキュリティソリューションと統合する

ことで、正常なデバイスのみが企業アプリへのアク

セスを許可されるようになります。

CylanceGATEWAY は 、 す べ て の 主 要 な  SaaS 

（Software-as-a-Service）プロバイダとオンプレミス

アプリに対してZTNAを有効にします。

CylanceGATEWAY では、高度な AI ネットワークリス

クエンジンである Cloud AI を使用し、保護された

トンネルを介してリモートユーザーを必要なリソース

に接続します。

Cloud AI は、リモート参加者の信頼性とアクセスレベ

ルを決定する際、さまざまな要素を継続的に分析しま

す。

例えば、Cloud AI は以下の基準に基づいてユーザーの

信頼レベルを調整することができます。

• ユーザーはリスクの高い場所から操作していない

か。

• ユーザーはなりすましをしていないか。

• ユーザーは正常な行動を示しているか。

• ユーザーは予測されるリソースにアクセスしてい

るか。

• ユーザーの行動は、同様の役割を持つ他のユー

ザーと一致しているか。

どのように Cloud AI を活用して 
ネットワークのリスクを評価するのか。

潜在的なリスク要因 想定されるアクション

ユーザーはリスクの 
高い場所にいないか。 

ユーザーはなりすましを 
していないか。 

アクセスの時間と 
頻度は標準的か。 

ユーザーは通常アクセスするファイル

やデータにアクセスしているか。 

ユーザーの行動は他の類似する 
ユーザーの行動と一致しているか。 

アクセス権の付与 

多要素認証の要求 

アクセスポリシーの適応 

セキュリティアナリストへ 
の警告と修正 

Cloud AI 

適応型の 
リスクベース 

ポリシー 
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ユーザーの信頼スコアが変化する際、さまざまなアク

ションを取るように Cloud AI を構成できます。信頼ス

コアがプラス方向に変化する場合、ユーザーは見返り

としてアクセスの継続またはアップグレードを受けら

れることがあります。信頼スコアがマイナス方向に変

化する場合は、アクセスの制限、再認証のリクエス

ト、またはセキュリティアラートの表示と修正手順の

実行につながることがあります。

すべてのホームオフィスに存在するユーザー、アプ

リ、デバイスについて、想像しうるあらゆる組み合わ

せを保護しようとするのは途方もなく膨大な作業にな

ります。CylanceGATEWAY は、職場のリソースに接続

するすべてを継続的に認証し、信頼できる参加者にの

みアクセスを許可することでこの問題を解決しま

す。この方法は、すべてのホームオフィステクノロ

ジーを保護するよりも煩わしさがなく、デバイスを一

度認証して永続的なアクセスを許可するよりもリスク

が低くなります。

ネットワークのリスク低減 

CylanceGATEWAY は、モバイルデバイスや低消費電力

デバイス向けに最適化された IP セキュリティレイ

ヤーを備える堅牢な TCP/IP スタック上に構築されて

おり、VoIP をはじめとした幅広いプロトコルのサポー

ト、クラウドネイティブアーキテクチャ、フルトンネ

ルおよびスプリットトンネルアクセスモードを提供し

ます。CylanceGATEWAY を利用する組織は、SaaS 

アプリの識別機能やソース IP の固定機能を使用して、 

O365 などのサービスでエラーが発生しないようにで

きます。

ネットワーク全体の脅威情報を分析して関連付ける機

能は、CylanceGATEWAY でのエンドポイントの隔離や

ネットワークルールの修正を可能にします。 

CylanceGATEWAY の TCP/IP レイヤーでは、暗号化パ

ケットの分析を活用して異常検知を行うことで、クラ

ウドアクセスセキュリティを提供することもできま

す。

BlackBerry 

また、復号を行わずに脅威を検知することで、通信

のプライバシーを損なうことなく環境を保護された

状態に維持できます。さらに CylanceGATEWAY で

は、IP レピュテーション機能によって危険なドメイ

ンとアドレスに対する保護を提供し、ユーザーが意

図せずそれらのドメインやアドレスにアクセスする

ことを防ぎます。

プラットフォームの力 

CylanceGATEWAY は、CylancePROTECT® など、

高度な AI を活用したエンドポイントセキュリティ製品

と簡単に統合できます。これらのサイバーセキュリ

ティソリューションを組み合わせて使用すること

で、組織は、デバイス、ネットワーク、ユーザーの個

人情報を標的とした脅威に対する包括的な防御を実

現できます。エンドポイントソリューションが AI 

を活用して既知、未知、ゼロデイの脅威を防ぐ一

方、CylanceGATEWAY は信頼できる正常なデバイス

だけがビジネス

ネットワークにアクセスするようにします。

使用事例 

CylanceGATEWAY は、今日の組織が直面する多くの

現実的な問題を解決します。ビジネス環境を強化する

CylanceGATEWAY の機能には、以下のようなものが

あります。

AI を活用した ZTNA 

公共のインターネット、SaaS アプリケーション、オ

ンプレミスアプリケーションに対するあらゆる場所か

らのアクセスを保護します。VPN を用いることな

く、忠実度の高い VVoIP と安全なブラウジングを実現

します。CylanceGATEWAY では、フルトンネルと

スプ

リットトンネルの接続を使用することで、トラ

フィックを個人用と業務用に分けることができま

す。個人環境にあるアプリ、ユーザー、ボットが業

務環境にアクセスしようとすると、ゼロトラスト

ネットワークアクセスフレームワークがそのアクセス

を阻止します。

https://www.blackberry.com/ja/jp/products/unified-endpoint-security/blackberry-protect
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動的なネットワークアクセス制御

ユーザーまたはグループの行動分析に基づくリアルタ

イムのネットワークリスクスコアを用いて、ネット

ワークアクセス制御を調整します。連続認証を行うこ

とで、CylanceGATEWAY は、正規のアクティビティ

に関与している信頼できる参加者のみがアクセスを

維持できるようにします。疑わしい状況やアクティ

ビティが発生した場合は、環境を保護するための

措置を、従業員の生産性を大きく損なうことなく講

じることができます。

AI を活用したネットワーク脅威の検知 

ネットワークパケットの復号を必要とせずに、AI を用

いてネットワークの脅威と異常を検知します。

CylanceGATEWAY では、ネットワークフローを監視

し、個人やグループのアクティビティに基づいて行

動モデルを構築できます。悪意のあるユーザー、

ボット、マルウェアは正規のユーザーとは違った行

動をと

ることが多く、そうした行動が CylanceGATEWAY に

自らの存在を示すことになります。

ソース IP の固定

承認されていないユーザーがビジネスリソースや

ネットワークリソースにアクセスすることを制限し

ます。

SaaS プロバイダやクラウドアプリケーションの中に

は、組織に登録された IP アドレス以外からのネット

ワークトラフィックを拒否するものがあります。ソー

ス IP の固定により、組織はセキュリティ対策を妥協す

るなどの手法を使用することなく、サービスプロバイ

ダにデータを送信するデバイスの IP アドレスを管理で

きます。この機能は、承認されたデバイスであれば

リモートユーザーやモバイルユーザーがどこからで

も必要なアプリに接続し続けられるようにする場

合、特に便利です。さらに、ネットワークに侵入し

て水平展開する手段を探っている外部の扇動者から

内部リソースを見えなくすることもできます。

BlackBerry 

ワンクリック構成

Microsoft® Office 365® などの主要な SaaS アプリへの

アクセスを構成します。生産性を向上させるサービス

にアクセスするリモートの従業員とデバイスを簡単に

管理して保護できます。

管理者は、グループアドレス（FQDN または IP）に

ネットワークサービスをワンクリックで追加できま

す。この簡単な構成機能により、ネットワーク制御の

アクセスポリシーの設定タスクが大幅に簡素化されま

す。

カスタマイズ可能なダッシュボード

SecOps では、ネットワークのトラフィックパター

ン、侵害、アラートを分析できます。NetOps では、

コネクタの状態、アクセス履歴、上位の宛先を分析で

きます。ダッシュボードをカスタマイズして構成でき

るため、セキュリティ担当者は、必要な情報を整理し

て対応時間を短縮することが容易になります。

VPN に対する優位性 

CylanceGATEWAY では、ビジネスリソースへのアク

セスを許可する方法が VPN と異なります。VPN

は

ネットワークに対して認証を行うため、攻撃者が攻

撃に成功すると、その環境の広範囲にわたるアクセ

スを与えてしまいます。一方、CylanceGATEWAY は

アプリへのアクセスを許可し、ネットワークについて

それ以上の可視性を与えないため、攻撃対象領域を

大幅に削減できます。

VPN は認証と承認に静的なアプローチをとります。

脅威アクターが最初の検証を通過すると、多くの場

合、そのアクターは接続している間、安全であると

見なさ

れます。CylanceGATEWAY は外部のアクターを継続

的に認証します。ユーザーの行動、デバイスの信

頼性、エンゲージメントの過程でのネットワークと

アプリのアクセスパターンなど、複数の要素を調べ

ます。

Cloud AI が疑わしい点を感知すると、検知の重大度に

応じて、環境を保護するための措置をただちに講じ

ます。
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CylanceGATEWAY はクラウドネイティブなソリュー

ションであり、変化する組織のニーズに合わせて簡

単に拡張することができます。ビジネス用と個人用

のデバイスに、SaaS アプリへの直接かつ保護された

アク

セスを提供します。

VPN に依存している成長企業では、新入社員のリモー

トアクセスを有効にする際、追加のコストが発生する

ことがよくあります。SaaS アプリを VPN で保護する

には、インターネットへと向かうリモートユーザー

からのトラフィックに対するバックホールが必要と

なる場合があり、結果的に組織にとってのさらなる

コストが発生します。

CylanceGATEWAY、 
この先にある安全な道 

CylanceGATEWAY は、高度な Cloud AI、連続認証、

堅牢な TCP/IP スタックを活用し、リモートワー

カーやモバイルワーカーとの安全なやり取りを可能

にします。ネットワークではなくアプリへのアクセ

スを許可し、信頼できるエンティティやデバイスと

の間でのみやり取りを行うことで、組織の攻撃対象

領域を大幅に削減します。CylanceGATEWAY では、

ネットワークトラフィックを分析してアクティビティ

を関連付ける機能により、脅威をコンテキストに応

じて理解できるようにして検知する能力が向上して

います。個別の検知作業では可視化できないような

悪意のあるアクティビティも、環境内の他の脅威

データと関連付けることで一目瞭然になります。

BlackBerry は、モバイルワーカーとリモートワーカー

のセキュリティ確保に関して数十年の経験があり、世

界中で 5 億台を超えるエンドポイントを保護していま

す。

CylanceGATEWAY がお客様の組織を保護するために

どのようにお役に立てるかは、BlackBerry.com/ja/jp 

をご覧ください。

BlackBerry（NYSE：BB；TSX：BB）は、インテリジェントなセキュリティソフトウェアとサービス

を世界中の企業と政府機関に提供しています。BlackBerry のソリューションは、1 億 7,500 万台の自

動車をはじめ、5 億以上のエンドポイントを保護しています。BlackBerry はカナダのオンタリオ州

ウォータールーに本拠を置き、AI と機械学習を活用してサイバーセキュリティ、安全、データプライ

バシーソリューションの分野に革新的なソリューションを提供しています。また、エンドポイントセ

キュリティ管理、暗号化、組み込みシステムの分野におけるトップクラスの企業です。BlackBerry の
ビジョンは明確です。つながる未来に信頼性あるセキュリティを確保することです。 

詳細については、BlackBerry.com/ja/jp にアクセスしてください。 

BlackBerry 

©2021 BlackBerry Limited. BLACKBERRY や 
EMBLEM Design などの商標（ただし、これら

に限定されない）は、BlackBerry Limited の商

標または登録商標です。また、このような商標

に対する独占的権利が明確に留保されていま

す。その他すべての商標は各社の所有物です。

BlackBerry は、いかなるサードパーティの製品

またはサービスに対しても責任を負いません。 

https://www.blackberry.com/ja/jp
https://www.youtube.com/channel/UCffCfTvTkShjkl4SwtSkcRg/featured
https://www.linkedin.com/company/blackberry/
https://www.facebook.com/BlackBerryJPsec
https://twitter.com/BlackBerryJPsec
https://www.youtube.com/channel/UCffCfTvTkShjkl4SwtSkcRg/featured
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在宅勤務や個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）といった方策の導入は、職場のテクノロジーを保護するタスクを非常に複雑にしました。ホームオフィスで働く従業員は、ビジネス用と個人用のテクノロジーを区別せずに使用することが多く、これが脅威アクターに多くの新たなエクスプロイトの機会を与えています。新たなデバイス、アプリケーション、ユーザーが組織のリソースに接続するたび、新たなセキュリティリスクが発生します。リモートワーカーがさまざまなホームオフィステクノロジーをワークステーションやビジネスネットワークに接続する場合、こうしたリスクは急速に高まります。

リモートワークの導入と実践により、セキュリティ上の脆弱性は飛躍的に増大する可能性があります。このことは、限られたサイバーセキュリティリソースに頭を悩ませる組織に重大な課題を提示します。検査を受けていないデバイス、アプリ、接続が増大する中、組織はセキュリティを維持する効果的な方法を必要としています。組織には、望ましくない侵入者をシャットアウトし、従業員が必要とするアクセスを確実に許可するソリューションが必要です。そして何よりも、ビジネスの生産性に悪影響を及ぼすことなく、既知および未知の脅威からビジネスリソースを継続的に保護するソリューションが欠かせません。

組織には、BlackBerry® Gateway が提供する、インテリジェントで多層にわたる統合型の防御が必要です。




BlackBerry Gateway の利点想定されるアクション

ユーザーの行動は他の類似する
ユーザーの行動と一致しているか。

ユーザーは通常アクセスするファイルやデータにアクセスしているか。

アクセスの時間と
頻度は標準的か。

ユーザーはなりすましを
していないか。

セキュリティアナリストへ
の警告と修正

アクセスポリシーの適応

多要素認証の要求

アクセス権の付与

適応型の
リスクベース
ポリシー

Cloud AI

ユーザーはリスクの
高い場所にいないか。

潜在的なリスク要因

どのように Cloud AI を活用して
ネットワークのリスクを評価するのか。



ゼロトラストネットワークアクセス

BlackBerry Gateway は、ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）ソリューションを提供します。ゼロトラストセキュリティのアプローチでは、最初からすべてを信頼できないものとして捉えます。これにより、無数にあるデバイスを個別に検証し、認証して、保護しようとする難問が解決します。ユーザー、デバイス、アプリが内部リソースにアクセスするには、信頼できるやり取りを確立して維持する必要があります。こうしたやり取りは継続的に監視され、信頼性が変わると、それに応じてアクセスレベルが変更されるか、その他の対応策が取られることになります。また BlackBerry Gateway を BlackBerry® エンドポイントセキュリティソリューションと統合することで、正常なデバイスのみが企業アプリへのアクセスを許可されるようになります。


BlackBerry Gateway は、すべての主要な SaaS（Software-as-a-Service）プロバイダとオンプレミスアプリに対して ZTNA を有効にします。BlackBerry Gateway では、高度な AI ネットワークリスクエンジンである Cloud AI を使用し、保護されたトンネルを介してリモートユーザーを必要なリソースに接続します。Cloud AI は、リモート参加者の信頼性とアクセスレベルを決定する際、さまざまな要素を継続的に分析します。

例えば、Cloud AI は以下の基準に基づいてユーザーの信頼レベルを調整することができます。

•	ユーザーはリスクの高い場所から操作していないか。

•	ユーザーはなりすましをしていないか。

•	ユーザーは正常な行動を示しているか。

•	ユーザーは予測されるリソースにアクセスしているか。




•	ユーザーの行動は、同様の役割を持つ他のユーザーと一致しているか。

ユーザーの信頼スコアが変化する際、さまざまなアクションを取るように Cloud AI を構成できます。信頼スコアがプラス方向に変化する場合、ユーザーは見返りとしてアクセスの継続またはアップグレードを受けられることがあります。信頼スコアがマイナス方向に変化する場合は、アクセスの制限、再認証のリクエスト、またはセキュリティアラートの表示と修正手順の実行につながることがあります。

すべてのホームオフィスに存在するユーザー、アプリ、デバイスについて、想像しうるあらゆる組み合わせを保護しようとするのは途方もなく膨大な作業になります。BlackBerry Gateway は、職場のリソースに接続するすべてを継続的に認証し、信頼できる参加者にのみアクセスを許可することでこの問題を解決します。この方法は、すべてのホームオフィステクノロジーを保護するよりも煩わしさがなく、デバイスを一度認証して永続的なアクセスを許可するよりもリスクが低くなります。

ネットワークのリスク低減

BlackBerry Gateway は、モバイルデバイスや低消費電力デバイス向けに最適化された IP セキュリティレイヤーを備える堅牢な TCP/IP スタック上に構築されており、VoIP をはじめとした幅広いプロトコルのサポート、クラウドネイティブアーキテクチャ、フルトンネルおよびスプリットトンネルアクセスモードを提供します。BlackBerry Gateway を利用する組織は、SaaS アプリの識別機能やソース IP の固定機能を使用して、O365 などのサービスでエラーが発生しないようにできます。

ネットワーク全体の脅威情報を分析して関連付ける機能は、BlackBerry Gateway でのエンドポイントの隔離やネットワークルールの修正を可能にします。BlackBerry Gateway の TCP/IP レイヤーでは、暗号化パケットの分析を活用して異常検知を行うことで、クラウドアクセスセキュリティを提供することもできます。復号を行わずに脅威を検知することで、通信のプライバシーを損なうことなく環境を保護された状態に維持できます。さらに BlackBerry Gateway では、IP レピュテーション機能によって危険なドメインとアドレスに対する保護を提供し、ユーザーが意図せずそれらのドメインやアドレスにアクセスすることを防ぎます。

プラットフォームの力

BlackBerry Gateway は、BlackBerry® Protect など、高度な AI を活用したエンドポイントセキュリティ製品と簡単に統合できます。これらのサイバーセキュリティソリューションを組み合わせて使用することで、組織は、デバイス、ネットワーク、ユーザーの個人情報を標的とした脅威に対する包括的な防御を実現できます。エンドポイントソリューションが AI を活用して既知、未知、ゼロデイの脅威を防ぐ一方、BlackBerry Gateway は信頼できる正常なデバイスだけがビジネスネットワークにアクセスするようにします。

使用事例

BlackBerry Gateway は、今日の組織が直面する多くの現実的な問題を解決します。ビジネス環境を強化する BlackBerry Gateway の機能には、以下のようなものがあります。

AI を活用した ZTNA

公共のインターネット、SaaS アプリケーション、オンプレミスアプリケーションに対するあらゆる場所からのアクセスを保護します。VPN を用いることなく、忠実度の高い VVoIP と安全なブラウジングを実現します。BlackBerry Gateway では、フルトンネルとスプリットトンネルの接続を使用することで、トラフィックを個人用と業務用に分けることができます。個人環境にあるアプリ、ユーザー、ボットが業務環境にアクセスしようとすると、ゼロトラストネットワークアクセスフレームワークがそのアクセスを阻止します。

動的なネットワークアクセス制御

ユーザーまたはグループの行動分析に基づくリアルタイムのネットワークリスクスコアを用いて、ネットワークアクセス制御を調整します。連続認証を行うことで、BlackBerry Gateway は、正規のアクティビティに関与している信頼できる参加者のみがアクセスを維持できるようにします。疑わしい状況やアクティビティが発生した場合は、環境を保護するための措置を、従業員の生産性を大きく損なうことなく講じることができます。

AI を活用したネットワーク脅威の検知

ネットワークパケットの復号を必要とせずに、AI を用いてネットワークの脅威と異常を検知します。BlackBerry Gateway では、ネットワークフローを監視し、個人やグループのアクティビティに基づいて行動モデルを構築できます。悪意のあるユーザー、ボット、マルウェアは正規のユーザーとは違った行動をとることが多く、そうした行動が BlackBerry Gateway に自らの存在を示すことになります。

ソース IP の固定

承認されていないユーザーがビジネスリソースやネットワークリソースにアクセスすることを制限します。SaaS プロバイダやクラウドアプリケーションの中には、組織に登録された IP アドレス以外からのネットワークトラフィックを拒否するものがあります。ソース IP の固定により、組織はセキュリティ対策を妥協するなどの手法を使用することなく、サービスプロバイダにデータを送信するデバイスの IP アドレスを管理できます。この機能は、承認されたデバイスであればリモートユーザーやモバイルユーザーがどこからでも必要なアプリに接続し続けられるようにする場合、特に便利です。さらに、ネットワークに侵入して水平展開する手段を探っている外部の扇動者から内部リソースを見えなくすることもできます。

ワンクリック構成

Microsoft® Office 365® などの主要な SaaS アプリへのアクセスを構成します。生産性を向上させるサービスにアクセスするリモートの従業員とデバイスを簡単に管理して保護できます。

管理者は、グループアドレス（FQDN または IP）にネットワークサービスをワンクリックで追加できます。この簡単な構成機能により、ネットワーク制御のアクセスポリシーの設定タスクが大幅に簡素化されます。

カスタマイズ可能なダッシュボード

SecOps では、ネットワークのトラフィックパターン、侵害、アラートを分析できます。NetOps では、コネクタの状態、アクセス履歴、上位の宛先を分析できます。ダッシュボードをカスタマイズして構成できるため、セキュリティ担当者は、必要な情報を整理して対応時間を短縮することが容易になります。

VPN に対する優位性

BlackBerry Gateway では、ビジネスリソースへのアクセスを許可する方法が VPN と異なります。VPN はネットワークに対して認証を行うため、攻撃者が攻撃に成功すると、その環境の広範囲にわたるアクセスを与えてしまいます。一方、BlackBerry Gateway はアプリへのアクセスを許可し、ネットワークについてそれ以上の可視性を与えないため、攻撃対象領域を大幅に削減できます。

VPN は認証と承認に静的なアプローチをとります。脅威アクターが最初の検証を通過すると、多くの場合、そのアクターは接続している間、安全であると見なされます。BlackBerry Gateway は外部のアクターを継続的に認証します。ユーザーの行動、デバイスの信頼性、エンゲージメントの過程でのネットワークとアプリのアクセスパターンなど、複数の要素を調べます。Cloud AI が疑わしい点を感知すると、検知の重大度に応じて、環境を保護するための措置をただちに講じます。

BlackBerry Gateway はクラウドネイティブなソリューションであり、変化する組織のニーズに合わせて簡単に拡張することができます。ビジネス用と個人用のデバイスに、SaaS アプリへの直接かつ保護されたアクセスを提供します。 

VPN に依存している成長企業では、新入社員のリモートアクセスを有効にする際、追加のコストが発生することがよくあります。SaaS アプリを VPN で保護するには、インターネットへと向かうリモートユーザーからのトラフィックに対するバックホールが必要となる場合があり、結果的に組織にとってのさらなるコストが発生します。

BlackBerry Gateway、
この先にある安全な道

BlackBerry Gateway は、高度な Cloud AI、連続認証、堅牢な TCP/IP スタックを活用し、リモートワーカーやモバイルワーカーとの安全なやり取りを可能にします。ネットワークではなくアプリへのアクセスを許可し、信頼できるエンティティやデバイスとの間でのみやり取りを行うことで、組織の攻撃対象領域を大幅に削減します。BlackBerry Gateway では、ネットワークトラフィックを分析してアクティビティを関連付ける機能により、脅威をコンテキストに応じて理解できるようにして検知する能力が向上しています。個別の検知作業では可視化できないような悪意のあるアクティビティも、環境内の他の脅威データと関連付けることで一目瞭然になります。

BlackBerry は、モバイルワーカーとリモートワーカーのセキュリティ確保に関して数十年の経験があり、世界中で 5 億台を超えるエンドポイントを保護しています。

BlackBerry Gateway がお客様の組織を保護するためにどのようにお役に立てるかは、BlackBerry.com をご覧ください。
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分散型の労働環境で VPN なしに SaaS および
オンプレミスのアプリへの保護されたアクセスを実現
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