
データシート

クラウドワークロードに
ゼロトラストを導入する
ZscalerのWorkload Communicationsは、ワークロードからイン
タ ーネット、そしてパブリックおよびプライベートクラウド上のプラ
イベートアプリケーションへのシンプルでセキュアなアクセスを、
ダイレクト・ツー・クラウドのアーキテクチャで実現します。

ワークロードのクラウドへの移行に伴い、企業組織はネットワークを最新化してビジネスの競争力
を維持することが急務となっています。静的な環境を前提として設計されたレガシーのネットワー
ク 中心のアーキテクチャでは、クラウド接続のニーズ、特にマルチクラウド環境におけるニーズに 
対応することはできません。結果として攻撃対象領域が拡大し、運用がますます複雑になります。

インフラストラクチャの最新化を進める組織にとって、ワークロードの効率的で安全な通信の確保が不可欠です。ゼットスケー
ラ ーのZero Trust Exchangeは、ワークロード通信を全面的に再構築し、インターネットやプライベートアプリケーションへの
ワ ークロードのシンプルかつセキュアなアクセスを実現します。Workload Communicationsは、レガシーのネットワークセキュ
リ ティとは異なり、実績あるZero Trust Exchangeプラットフォーム上に構築されたダイレクト・ツー・クラウドアーキテクチャを 
採 用しています。ネットワークを変革するためにWorkload Communicationsを採用することで、セキュリティの強化、運用の 
簡素 化、さらには可視性や可用性、アプリケーションパフォーマンスの向上が可能になり、コスト削減などの多くのメリットを 
実現で きます。

レガシーのネットワークセキュリティに起因するワークロード接続の課題
パブリッククラウドやデータセンタ環境でワークロードをインターネットや他のアプリケーションに接続する手段として従来型の
ネットワークやセキュリティのアーキテクチャを使用すると、次のような多くの課題に直面します。

サイバーリスク、特に脅威の水平移動によるリスクの増大 ：クラウドVPN、サイト間 VPN、ファイアウォール、WANテクノロジ
などのレガシーなネットワーク中心の接続ソリューションを使用すると、お客様の信頼（トラスト）ネットワークが他のクラウドや 
オ ンプレミスの環境にまで過剰に拡張されることになり、ネットワークの攻撃対象領域が拡大してしまいます。ベンダーセキ ュリ
 テ ィ、仮想アプライアンス、ツール、そして標準的でないポリシーの寄せ集めでは、既知と未知のセキュリティカバレッジにギ ャ ップ
が生じてセキュリティリスクが増大し、それらすべてが必然的に攻撃者による組織のデータ喪失を引き起こします。

さらなる複雑化 ：複雑なルートフィルタリング、複数のネットワークホップ、ネットワークやセキュリティの仮想アプライアンス、 
さ らにはこれらのレガシーモデルをクラウドに導入することによるポリシー管理の断片化などにより、環境が複雑になります。
製 品開発と市場投入に俊敏さや継続性、そしてサービス指向のアプローチが求められるようになるに伴い、マルチクラウドや 
ハ イブリッドクラウドの環境に標準化されたワークロード接続やセキュリティポリシーを適用しようとするセキュリティチーム に
 とって、このような複雑さを抑えることは、困難な作業となっています。

可視性の欠如 ：アプリケーションの接続パスの可視化が不十分な場合、ネットワークやセキュリティに死角が生まれます。クラ
ウドワークロードの分散化が進み、業務環境も拡大しています。このような分散型のワークロードを接続するには、不明確な 
マルチホップネットワークや複数のネットワーク /セキュリティアプライアンスの「デイジーチェーン接続」が必要になります。 
このような複雑な接続と一元的なログの欠如が原因で、オペレータはアプリケーション通信を把握できません。

不十分なパフォーマンスとスケーラビリティ ：これはクラウド接続にレガシーなアプローチが適用されていることに起因します。
レガシーアーキテクチャでは、一般的にセキュリティ機能毎に個別のVMを使用しているため、インスペクションは連続的な組立
てラインのように行われ、結果的にレイテンシが増加します。また、これらのアーキテクチャでは、トラフィック急増への対応に 
必要となる迅速なスケールアップが不可能です。
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高コスト ：レガシーなネットワークセキュリティアプライアンス（ファイアウォール、IPS、ルータ、その他のポイント製品な
ど）、ス ケ ーラビリティの欠如を補うネットワークサービスの過剰なプロビジョニング、トランジットピアリングなどのクラウ
ドネイティブサービスの利用の増加などにより、コストが増大します。
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Workload Communicationsは、ゼロトラストの原則をクラウドのワークロードに拡張します。

Workload Communicationsは、Direct-to-Cloudアーキテクチャの採用により、ワークロードにインターネットやプライ
ベートアプリケーションへの高速かつ高信頼性のアクセスを提供し、強力なセキュリティと運用の簡素化を実現します。 
Workload Communicationsは、完全なプロキシアーキテクチャを使用してワークロードをインターネットやプライベー
トアプリケーションに直接接続することで、ネットワーク攻撃対象を排除します。このアーキテクチャでは、ルーティング、 
VPN、トランジットゲートウ ェイ、トランジットハブ、ファイアウォールが排除されるため、ワークロードの通信が劇的に簡素 
化されて柔軟な転送が可能となり、すでに実績のあるZIAとZPAのポリシーフレームワークを使用することでポリシー 
管理が容易になります。

ゼットスケーラー独自のこのDirect-to-Cloudアーキテクチャは、Zero Trust Exchangeを使うことで初めて可能になります。 
Workload Communicationsは、すべてのワークロード通信を、Zero Trust Exchangeに直接転送します。そこで、ZIA
またはZPAのいずれかのポリシーが適用され、ワークロード通信の完全セキュリティインスペクションとアクセスアイデン
ティティベースのコントロールが可能となります。通信はさらに、Zero Trust Exchangeから、インターネットや、パブリッ
ククラウドあるいはマルチクラウド環境に広がる他のプライベートアプリケーションなど、任意の送信先へと転送されます。 
この独自のアプローチには、3つの重要なメリットがあります。

• 攻撃対象領域をなくし情報漏洩を防止：Direct-to-Cloudアーキテクチャを使用してトラフィックを企業ネットワークから
切り離すことで、アプリケーションはサイバー脅威から見えなくなり、情報漏洩のリスクを低減できます。

• クラウド接続の簡素化：ゼロトラストアーキテクチャでは、IP重複の問題が解消されルートの分散が不要になり、ワーク
ロード がインターネットで他のアプリケーションに直接接続されるため、パフォーマンスのボトルネックも回避できます。
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• 大規模アプリケーションの優れたパフォーマンス：ゼットスケーラーは真の分散型アーキテクチャを基盤に構築されて
おり、サ ービスエッジに到達したすべての通信はアイデンティティとコンテキストに基づいて即座に処理され、アプリケー
ションのホス ティング場所を問わずアプリケーション間の最短経路を確保し、レイテンシを低減しアプリケーションの 
パフォーマンスを向上 させます。

Workload Communicationsは、インフラストラクチャの最新化における優先事項の実現を様々な面で強力に支援します。
AWS の各リージョン、Microsoft Azure、Google Cloud、オンプレミスのデータセンタなどの分断されたネットワークや 
複数のクラウド間で、ゼロトラストの原則に基づいてワークロード間の接続を拡張します。Workload Communications
はさらに、パブリッククラウド やデータセンタのワークロードにセキュアなインターネットアクセスを提供します。これらの 
機能はすべて、異種環境間のトラフ ィック転送、セキュリティ、ゼロトラストアクセスを可能にする統合ポリシープレーンを
通じて提供されます。
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ワークロード通信のメリット
• ワークロードに対するゼロトラストセキュリティ：前述のように、ワークロードは、セキュリティをネットワークに依存する
従来の制御とは異なり、アイデンティティ、場所、およびその他のコンテキスト属性に基づくゼロトラストセキュリティの 
恩恵を受けることができます。 

• 複雑なネットワーク構成を必要としないシンプルな導入：従来型のアプローチには、トランジットゲートウェイ、トラン
ジットハブ、SNATを経由する複雑なルーティング構成が必要で、これをVPC毎、クラウド毎に繰り返す必要があります
が、Workload Communicationsで必要なのは、インターネットへのデフォルトルートだけです。トラフィック転送やセキュ
リティのポリシー管理は、ワークロード通信の送信元や送信先に関係なくZero Trust Exchangeで一元化され、標準化さ
れます。

• Direct-to-Cloudによるエンドツーエンドの完全な可視性：従来の方法では、不明確なマルチホップネットワークに 
依存していたためトラフィックの流れを把握するのが非常に困難で、ログも複数のネットワーク製品に分散していま
した。Workload Communicationsは、クラウドへダイレクトに接続するためオペレータがワークロード通信を完全に 
可視化してコントロールできます。また一元化されたログをリアルタイムでストリーミングし、SIEMや任意の監視 
ソリューションにエクスポートして相関付けや分析に利用できます。
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• チョークポイントが一元化しない高度なスケーラビリティとパフォーマンス：レガシーなアーキテクチャでは、トランジッ
トゲ ートウェイ、ハブ、仮想ファイアウォールなど、スケーラビリティが欠如した中央のインフラストラクチャにすべての 
トラフィックを集中させる必要があります。最新のZero Trust Exchangeアーキテクチャは、世界中に分散する150以上
のハイパースケールの デ ータセンタで運用されており、弾力的な水平方向のスケーラビリティによって通信の増加にも
柔軟に対応できます。さらに、ゼットスケーラーのシングルパスアーキテクチャにより、ホップの数が抑制されレイテンシ
の発生も抑えられるため、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。

• サービスを複製することなく高可用性を実現：既存のアプローチでは、複数のファイアウォールとネットワーク構成の複雑な 
可用性アーキテクチャを、複数のゾーン、リージョン、クラウドに複製する必要があります。Workload Communications
のDirect-to-Cloudアーキテクチャは、必要なサービスがすべてZero Trust Exchangeで大規模かつ透過的に提供される
ため、クラウドの構成要件が大幅に簡素化されます。お客様のサイトでは、転送とセキュリティにN+2の冗長性による 
自動フェイルオーバ ー機能が提供されます。

• Zero Trust Exchangeの合理的なサービスによるコスト削減：サービスの過剰なプロビジョニングが不要になり、すべて
のクラウド環境でファイアウォールのアイドルタイム、トランジットハブ、NATゲートウェイの複製のコストを削減できます。
Workload Communicationsには、隠れたコストはありません。ネットワーキングやアクセスではなく、使用するセキュリ
ティサービスに対して課金されるため、お客様の環境の仮想ファイアウォールやプロキシのコストも不要になります。

Workload Communications独自の価値
Workload Communicationsは、ビジネスポリシーを使用してユーザ、デバイス、アプリをあらゆるネットワーク、あらゆる
クラウドで大規模かつセキュアに接続する、Zero Trust Exchange上に構築されています。

• アプリケーションのワークロードは、基盤となる企業ネットワーク、VPN、WANに依存することなく、相互にダイレクト接続
• アプリケーションが外部に公開されないため、攻撃対象領域なし
• 専用設計のマルチテナントプロキシアーキテクチャがトランザクションの保留とインスペクションを実行し、ポリシーを適用
• スケーラブルなシングルスキャンとマルチアクセスのアーキテクチャにより、高パフォーマンスのインスペクションを実現
• Zscaler Internet AccessまたはZscaler Private Accessのポリシーを活用し、インターネットとインターネット以外のトラフィックの 
きめ細かい転送ポリシー管理が可能

• AWS、Azure、Google Cloud、オンプレミスのデータセンタに対するポリシーを統一し、標準化。ポリシーの管理、トラフィックの監視、
ログの追跡も標準化可能

Workload Communicationsのユースケース
デジタルトランスフォーメーションとクラウドへの移行
アプリケーションがクラウドに移行し、クラウドネイティブアプリケーションが構築されるようになると、ネットワークや 
セキュリ テ ィのオンプレミスモデルは崩壊します。デジタルトランスフォーメーションにはネットワークトランスフォーメー
ションが不可欠であり、ワークロード通信も新しいモデル、すなわち基盤となるネットワークからワークロードが独立し、
任意の送信先と安全に通信するモデルに移行することになります。Workload Communicationsは、デジタルトランス
フォーメーションの実現を目的として構築されています。

VPNを使用しないワークロード接続
組織は、ネットワーク攻撃対象領域を拡大させるWANの拡張やVPNの利用なしに、ワークロードをプライベートアプリ
ケーシ ョ ンにダイレクト接続できるようになりました。

ゼロトラストによるランサムウェアとマルウェア対策
ゼロトラストは、ネットワークが侵害され信頼できない状態であることを前提としています。このシナリオに基づき、
Workload Communicationsは複数のネットワークを接続することなく、ワークロードをインターネットやプライベート 
アプリケーションにダイレクト接続します。その結果、ネットワークの攻撃対象領域が排除され、ランサムウェアなどの 
脅威は環境内で水平方向に拡散できなくなります。また、すべての接続が監視され、監査の目的でログに記録されます。
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ゼロタッチプロビジョニングと自動デプロイメント
• AWS / Azure用のシステム定義済みテンプレートによるゼロタ ッ
チプロビジョニング

• 完全に自動化されたデプロイメント（AWS CloudFormation、
Azure Resource Manager Templates、Terraform）

• ユーザの地理情報、アベイラビリティゾーン、VPC/VNETの 
動 的検出

• SLA監視とフェイルオーバーを内蔵

• AWSやAzureのマーケットプレイスから入手可能

インターネットとインターネット以外のトラフィックに対す
るきめ細かい転送ポリシー
• トラフィックの送信オプション - ZIA、ZPA経由、またはダイレクト
（Zscalerのサービスをバイパス）

• 柔軟なトラフィック選択基準 - ロケーション、サブロケーション、
ロケーショングループ、5タプル、またはFQDN

• 可用性の内蔵 - 次の利用可能サービス POPへのシームレスな
フェイルオーバー

Workload CommunicationsとZIAによる転送とセキュリティ
の統一ポリシー
• ロケーションをVPC/VNETに対して動的に作成
• 動的なWorkload CommunicationsのロケーションをZIAプラッ
トフォームに同期

• Workload Communicationsが作成するロケーションは、既存の
ZIAロケーションと同様で、IPS、SSLプロキシ、URLフィルタ
リ  ング、データ保護などのあらゆるセキュリティポリシーの有効
化が可能

ユーザからサーバ、サーバからサーバへの統一ゼロトラス
トポリシー
• ZPAがユーザからアプリケーション、サーバからサーバへの 
統 一ポリシーを提供

• 既存のZPAポリシーの強化により、新しいクライアントタイプ
（Workload Communications）を追加することでサーバ間接続
をサポート

• AWS / Azure / データセンタにおけるトラフィックの転送用に
作成されたWorkload CommunicationsグループをZPAプラット
フォームに同期

AWS / Azure / ブランチのConnectorの統一されたポリ
 シー、コントロール、管理
• デバイスの状態やトラフィックを一元的に監視するダッシュボ ード
をクラウドから提供

• Azure、AWS、ブランチの環境でフィルタリングが可能

• ZIA、ZPA、ダイレクト、DNSのフローカウントとバイトカウント
を 時系列で表示

統合ログインフラストラクチャであらゆる種類のトラフ ィ ック
に対応
• ZIA、ZPA、ダイレクト（ゼットスケーラーをバイパス）へのトラ
フ ィックの詳細セッションログ

• パブリックDNSとプライベートDNSの両方ですべてのDNSトラ
 ンザクションをログに記録

• NSSインフラストラクチャとの完全統合により、既存のNSSフ ァ
イアウォール VMを使用したSIEMへのログのストリーミングが
 可能
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インターネットにアクセスするクラウドワークロードの保護
ワークロードは、ユーザの鏡像とも言えます。ユーザと同様に、ワークロードもZIA経由でクラウドへ直接接続され、同一
のポリ シーフレームワーク、セキュリティインスペクション、アクセスコントロールのメリットを享受できます。仮想ファイア
ウォールは必要ありません。

合併・買収
2つの異なるネットワークの統合は非常に困難で、時間もかかります。その過程には、IPの重複、ルーティングの問題、ネット
ワーク攻撃対象領域の拡大に起因するセキュリティリスクの増大など、様々な問題があります。Workload Communications
を使用することで、ネットワークの統合が必要となり、一つのネットワークのワークロードは中断することなく別のネットワー
クのプライベートアプリケーションへ迅速に接続できます。
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