
Zscaler Private Access™

プライベート アプリへの高速で安全な直接アクセスを
デバイスや場所を問わず、すべてのユーザーに提供
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主なメリット
•	 ハイブリッド ワークの生産性を向上 

自宅やオフィスなど、どこにいてもプライベート アプリに高
速かつシームレスにアクセス

•	 データ侵害のリスクを軽減 

最小特権アクセスの適用と同時にアプリを攻撃者に対し不
可視化することで、攻撃対象領域を最小化し、水平移動を
排除

•	 最も高度な攻撃者を阻止 

業界初のプライベート アプリの保護機能により、侵害された
ユーザーやアクティブな攻撃者のリスクを最小限に抑制

•	 アプリ、ワークロード、IOTにゼロトラストを拡張 

世界で最も優れた ZTNAプラットフォームが、プライベート 

アプリ、ワークロード、OT/IIoTデバイスに最小特権アクセ
スを適用

•	 複雑な運用を簡素化 

クラウドネイティブなプラットフォームが、拡張、管理、構成
が複雑な従来の VPNを排除

従来のネットワークとセキュリティのアプローチでは
満たせないハイブリッド ワークが求める要件
ユーザーをプライベート アプリに接続する際に、遅延
や複雑性、リスクが発生するべきではありません。	
ハイブリッド ワークとクラウド トランスフォーメーショ
ンにより、境界ベースのネットワーク セキュリティ モ
デルは根底から覆りました。プライベート アプリケー
ションがクラウドに移行し、ユーザーがパブリック イ
ンターネット経由で、あらゆるデバイスや場所からア
プリケーションにアクセスするようになった今、アプ
リケーションへのアクセスの管理にVPNやファイア
ウォールを使用していた従来のアプローチでは、現代
のクラウドとモバイルファーストの世界に対応できなく
なってきています。

Gartnerは、2025年までに、新たに導入されるリモー
トアクセスの少なくとも 70%が、VPNサービスでは
なくゼロトラスト ネットワーク アクセス (ZTNA)が主
体となって提供されるようになると予測しています。		
これは、2021年末の 10%未満から大幅に増加して
います。

Zscaler Private Access (ZPA)は、現代のハイブリッド ワークに必要なプライベー
ト アプリへの接続とセキュリティを業界唯一の次世代ゼロトラスト ネットワーク ア
クセス (ZTNA)プラットフォームで再定義します。
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ネットワーク内のすべての人を信頼し、必要以上にア
クセス権を付与する「城と堀」のアーキテクチャーを
悪用して、攻撃者は従来のネットワーク セキュリティ 

アプローチを簡単に回避しています。これには以下が
含まれます。

•	 高速でシームレスなユーザー エクスペリエンスを拡
張または提供できないアーキテクチャー：バックホー
ルを必要とするVPNは高いコストと複雑性だけで
なく、現代のリモート ワーカーが許容できないほど
の遅延を招きます。

•	 大規模な攻撃対象領域となる従来のファイアウォー
ル、VPN、プライベート アプリ：攻撃者は、脆弱
で外部に公開されているリソースを見つけて悪用し
ます。

•	 自由な水平移動を可能にする過剰なアクセス権：
VPNはユーザーを社内ネットワーク上に配置するた
め、攻撃者は機密情報に簡単にアクセスできます。

•	 従来の制御を回避する侵害されたユーザーや内部
脅威：高度な攻撃者は、資格情報を窃取してアイ
デンティティーを改ざんし、従来のリモート アクセ
ス ツールや第一世代の ZTNA製品を使用してプラ
イベート アプリにアクセスします。

今こそ、ユーザーを必要なアプリケーションに安全か
つシームレスに接続させる手段を再考するときです。
同時に、次世代ゼロトラスト ネットワーク アクセスで、
プライベート アプリケーションのセキュリティも見直す
必要があります。

Zscaler Private Access

世界で最も導入されている ZTNAプラットフォームで
ある ZPAは、最小特権の原則を適用し、不正アクセ
スや水平移動を排除しながら、オンプレミスやパブリッ
ク クラウドで稼働するプライベート アプリケーション
への安全な直接接続を提供します。ZPAは、総合的
なセキュリティ サービス エッジ (SSE)フレームワーク
上に構築されたクラウドネイティブなサービスで、数
時間以内の導入が可能です。従来の VPNやリモート 

アクセス ツールに代わって、以下を実現します。

•	 優れたユーザー エクスペリエンスの提供：ユーザー
を直接プライベート アプリに接続することで、従来
の VPNで発生していた低速でコストのかかるバッ
クホールを排除します。同時にユーザー エクスペリ
エンスの問題を常に監視し、プロアクティブに解決
します。

•	 攻撃対象領域の最小化：アプリケーションはイン
ターネットや権限のないユーザーからは見えず、	
内側から外側への接続を使用するため IPが公開さ
れることはありません。

•	 最小特権アクセスの適用：アプリケーションへのア
クセスは、IPアドレスでなくアイデンティティーとコ
ンテキストで決定され、ユーザーがアクセスするた
めにネットワークに接続されることはありません。

•	 水平移動の排除：ユーザーが特定のアプリにしか
アクセスできないようにアプリケーションをセグメン
ト化することで、水平移動を制限できます。

•	 完全な検査による攻撃の阻止：プライベート アプ
リのトラフィックはインラインで検査されるため、		
最も一般的なWeb攻撃から防御できます。

2025年までに、新た
に導入されるリモート 

アクセスの少なくとも
70%が、ゼロトラスト 

ネットワーク アクセス
(ZTNA)が主体となって
提供されるようになる。

– Gartner

3. (出典：Pellentesque quis arcu mattis)
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主なユースケース

VPNからの移行
従来の VPNでは、多様化する現代の働き方が求める
セキュリティ、可視性、ユーザー エクスペリエンスを
提供できません。VPNトラフィックのバックホールは
遅延を招き、生産性損失の原因となりますが、ZPA

はこれを排除することで、プライベート アプリへの高
速な直接アクセスを実現します。常に認証を要求する
VPNクライアントが不要になるため、リモート アク
セスがスムーズになります。また、ユーザーは、ファ
イアウォールを通過してネットワークに直接トンネリン
グされることはなくなったため、最小特権アクセスが
適用されます。ZPAを採用することで、IT部門は、
VPNゲートウェイ アプライアンス スタック全体だけ
でなく、重複するインバウンド セキュリティ(ファイア
ウォール、ロード バランサー、DDoS検出など )のイ
ンフラストラクチャーを排除できます。

ハイブリッド ワークの保護
自宅、リモート、支店、そして本社の間でスムーズに
作業できる環境が求められています。ZPAは、ユー
ザーの場所やデバイスを問わず、プライベート アプリ
へのシームレスで安全なアクセスを可能にします。ま
た、ローカル ユーザーに対しても、クラウドのポリシー
と制御をすべて複製したオンプレミスのブローカーを
通じて、同等のエクスペリエンスを提供できます。さら
に、デジタル エクスペリエンス モニタリング (DEM)に
より、パフォーマンスの低下や機能停止がリアルタイム
で可視化されるため、生産性の高いハイブリッド ワー
クが可能になります。統合型 SSEプラットフォームで
あるZscaler Zero Trust Exchangeが、インターネット、
SaaS、ワークロード、デバイス、プライベート アプリ
への安全で高速な直接アクセスを実現します。

クラウド
ワークロード

サードパーティー

本社

リモート 
ユーザー

次世代型
ゼロトラスト接続

次世代型
プライベート アプリ保護

接続 セグメンテーション 保護

クラウド
ワークロード

IoT/OTデバイス

データ センター

パブリック

次世代ZTNAの機能

攻撃対象領域の最小化
アプリを不可視化して

侵害を回避

水平移動の排除
ユーザーをネットワークに接続せず、

最小特権アクセスを適用

ユーザーの侵害と高度な攻撃の阻止
アプリの悪用を防止し、アクティブな攻

撃者と内部脅威を検知

ユーザー
とアプリ間プラットフォーム

経由でのみ
アプリへの
アクセス
が可能、

インターネット
には非公開 ユーザー

から
デバイスへ

アプリ間

特権リモート 
アクセス

コンテンツと脅威の
インライン検査

統合デセプションAIを活用したセグメンテー
ション

クラウドブラウザ分離
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サードパーティー向けエージェントレス アクセス
サードパーティー パートナー、請負業者、ベンダー
が管理対象外デバイスから、業務用アプリやOTシス
テムに安全かつ直接的にアクセスできる環境が重要
です。ZPAはサードパーティーをネットワークに接続
するのではなく、権限のあるユーザーを指定のアプリ
ケーションに直接接続します。エージェント不要のア
クセスにより、ユーザーはクライアントをインストール
したりVPNにログインしたりすることなく、任意のブ
ラウザーやデバイスからアプリケーションにアクセスで
きます。

VDIからの移行
従来のVDIの多くは、低速で反応が鈍く、リモート ア
クセスのニーズに応えるためにデータ センターにサー
バー ラックを設置する必要があり、高額な費用が発生
します。これに対して ZPAは、RDPとSSHを経由し
てアプリに直接接続するため、より高速で安全なエク
スペリエンスが実現します。内蔵されたブラウザー経
由のエージェントレス アクセスやクラウド ブラウザー
分離により、従業員とサードパーティー ユーザーは、
すべてのデバイスから接続することができます。複雑な
デスクトップのプロビジョニングは必要ありません。

M&Aと事業売却
M&Aと事業売却を成功させるには、初日から重要な
ビジネス アプリが利用でき、買収企業の従業員が高い
生産性を発揮できる環境が不可欠です。ZPAは、M&A

と事業売却の際の IT統合を簡素化し、通常数か月か
かる統合プロセスを数週間に短縮します。そして、VPN

を使用することなくプライベート アプリへのシームレス
なアクセスを実現できるだけでなく、ネットワーク コン
バージェンスや追加のネットワーク機器 (ファイアウォー
ル、ルーター、スイッチなど )も不要のため、時間やコ
ストを節約し、他の重要な作業に集中できます。

OTや IIoTへの安全なアクセス 

従業員やサードパーティー ベンダーは、生産稼働時間
を最大化し、機器やプロセスの不具合による混乱を避け
るために、OTや IIoTのアセットに定期的にアクセスす
る必要があります。ZPAを使用することで、生産現場や
工場などのあらゆる場所からOTや IIoT環境に高速か
つ安全にアクセスできるようになります。IoT向け ZPA

は、社内 RDPとSSH対象システムへの完全に分離さ
れたクライアントレスのデスクトップ アクセスを提供しま
す。ジャンプ ホストや従来の VPNを使用してデバイス
上にクライアントをインストールする必要はありません。

ワークロード間の安全な接続
多くの組織が、ハイブリッドでマルチクラウドな環境全体
に高速で安全なワークロード間の接続を必要としていま
す。ワークロード向け ZPAは、仮想 DMZとVPNメッ
シュの必要性を排除し、代わりに最小特権のアクセスを
基にした接続をクラウドに採用することで、運用上の複
雑性やコストを削減します。また、ワークロード自体が
ZPAの背後に隠されているため、インターネットからは
見えず、攻撃の対象となることもありません。

ZPAは、最小特権
アクセスを企業全
体に適用します。
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既存の SAML SSO認証情報を使用して IDPでユーザーを認証します。

ユーザーのノートパソコンまたはモバイル デバイスにインストールされた軽量の転送エージェントである
「Zscaler Client Connector」を使用してユーザーのデバイス態勢を検証します。ZPAは、すべての主要な
EPP/EDR/XDRプロバイダー (Crowdstrike、Microsoft Defender、SentinelOneなど )とのサードパーティー
統合を通して、デバイス態勢を取り込むこともできます。

Zscalerのアプリが、ユーザーのトラフィックを最寄りの ZPA Service Edgeに転送します。ZPA Service 

Edgeはブローカーとして機能し、ユーザーのセキュリティとアクセス ポリシーを確認します。

ZPA Service Edgeがユーザーに最も近い場所にあるアプリケーションを判断し、サーバーやアプリケーショ
ンをホストする環境にインストールされた軽量の仮想マシンである「ZPA App Connector」への安全な接
続を確立します。

ZPA Service Edgeがデバイス上の Client ConnectorとApp Connectorからの 2つの送信トンネルを連結
します。

ユーザーのデバイスとアプリケーションの間に接続が確立されると、App Connectorが自動的にトラフィッ
クをインラインで検査し、侵害された可能性のあるユーザーまたはデバイスからの潜在的な脅威を検知して
阻止します。

統合デセプションがデコイのアプリにアクセスする侵害されたユーザーを検出し、Zscaler Zero Trust 

Exchange全体にわたって内部リソースへのアクセスをシャットダウンします。

サードパーティー ユーザーの場合は、統合されたブラウザベースのアクセスまたはクラウド ブラウザー分離
を使用して、管理対象外のデバイスからのエージェントレス アクセスでプライベート アプリケーションに接
続できます。

1

2

3

4

5

6

7

8

ZPAの構造

ユーザー (従業員、ベンダー、パートナー、請負業者 )が社内アプリケーションへのアクセスを試みると、ZPAは
以下の方法で安全な直接接続を提供します。

アイデンティ
ティープロバイダー

サードパーティー

データ センター

支社/工場オフィス内リモート 

パブリック クラウド

ユーザー認証1

エージェントベー
スまたはエージェン
トレス アクセス

2

ZPA Service Edge3

ZPA 
Connector

4

ZPAのアプリ
の保護

5
統合デセプション7

クラウド ブラウザー分離6

ユーザー

内部アプリ

SAP

デコイのSAP

ピクセル データ
のストリーミング



© 2022 Zscaler, Inc. All rights reserved. データ シート 6

ZPA Service Edgeには、Zscalerがクラウドでホストする ZPA Public Service Edgeと、組織のインフラ内でオンプ
レミスで実行する ZPA Private Service Edgeがあります。いずれの場合もアプライアンスは必要なく、Zscalerが
管理します。

リスクベースのポリシー	 
エンジン

強力なネイティブのポリシー エンジンを使用して、ユーザー、デバイス、コンテンツ、アプリケーションの
リスク態勢に基づいたアクセス ポリシーを継続的に検証し、認証されたユーザーのみがプライベート ア
プリケーションにアクセスできるようにします。

統合されたエージェントレ
スおよびエージェントベー
スのアクセス

現在のハイブリッド環境に最適な保護方法を選択します。エージェントレス アクセスは、管理対象外のユー
ザーが任意のブラウザーやデバイスから簡単にアプリにアクセスできるようにします。クライアントは必要
ありません。エージェントベースのアクセスは、軽量なエージェントである Zscaler Client Connectorを
通じて、管理対象ユーザーが企業ネットワークの外にいる場合でも保護されるようにします。

アプリの検出 特定のドメイン名と IPサブネットを使用してアプリケーションを自動的に検出してカタログ化し、プライ
ベート アプリケーションの資産と潜在的な攻撃対象領域に関する詳細なインサイトを取得します。

AIを活用したアプリのセグ
メンテーション

ZPAで自動的に配信される機械学習ベースのセグメンテーションの推奨事項を適用します。適切なアプリ
ケーションのセグメントを迅速かつ容易に特定し、アクセスポリシーを構築します。何百万もの組織のシ
グナルとアプリケーションのテレメトリーを継続的に学習する機械学習モデルを活用したMLベースのセ
グメンテーションは、内部の攻撃対象領域を最小化するうえで有効です。

ユーザーとアプリ間の 
セグメンテーション

アプリとユーザーの間に作られたマイクロトンネルを介してユーザーを直接プライベート アプリに接続し、
その間にゼロトラストのセグメントを提供します。ユーザーをネットワーク上に配置することなく、水平移
動を排除します。

ユーザーとデバイス間の 
セグメンテーション

IIoT/OTデバイスおよびシステムに最小特権アクセスを適用し、リモート ワーカーやサードパーティーが運
用技術 (OT)向けの ZPAを使用して、機器を安全に監視、トラブルシューティング、修理できるようにします。

ワークロード間の 
セグメンテーション

ZPA for Workloadsを使用して、ハイブリッドでマルチクラウドな環境のワークロード間の接続と通信を
保護します。

アプリの保護 最も一般的な Layer 7 Web攻撃に対する自動的な保護機能で、侵害されたユーザーや内部脅威を阻止し
ます。また、OWASP Top 10を含むWeb攻撃手口に対応し、ゼロデイ脆弱性に仮想パッチを迅速に適
用するための完全なカスタム署名をサポートします。すべてのプライベート アプリのトラフィックをインライ
ンで検査することで、不審なユーザーとアプリケーションの動作をリアルタイムで可視化できるようにします。

統合デセプション ネイティブのデセプション機能を使用して、非常に巧妙な攻撃者や内部脅威も検知して阻止します。
Zero Trust Exchange全体にわたって、侵害されたユーザーを自動的に封じ込める機能も含まれています。

特権リモート アクセス 社内およびサードパーティーの管理ユーザーを、ユーザーのWebブラウザーからのクライアントレスの
セッションを経由して、RDPおよび SSH対象システムに安全に接続します。これにより、管理対象外の
デバイスへクライアントをインストールしたり、VPNまたは VDI経由で接続したりする必要がなくなります。

クラウド ブラウザー分離 統合されたクラウド ブラウザー分離でユーザーとプライベート アプリの間に安全なエア ギャップを設け
ることで、BYODを含む管理対象外のデバイスやサードパーティー ユーザーに安全なアクセスを提供し、
サイバー攻撃や情報漏洩につながる試みから防御します。

脅威対策とデータの保護 コンテンツをすべて検査することで脅威のリスクを低減します。ユーザーとアプリ間の接続全体で、機密
データを検出して管理します。

主要な機能
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主なメリット

攻撃対象領域の最小化
ZPAは脆弱な VPNを排除し、アプリケーションをイ
ンターネット上で見えなくするため、不正ユーザーが
攻撃対象を発見し攻撃することはできません。また、
ZPAは許可されたユーザーと特定のプライベート ア
プリの間に安全なセグメントを 1つ作成し、すべての
インバウンド接続を排除します。そして、ユーザーの
デバイスへの二重暗号化されたマイクロトンネルを介
した内側から外側への接続のみを許可します。担当
部門はアプリケーション検出機能を使用して自動的に
不正アプリケーション、サービス、ワークロードを検
出してセグメント化できるため、攻撃対象領域がさら
に減少します。

水平移動の排除
接続は最小特権アクセスに基づいて、権限のあるユー
ザーから指定されたアプリケーションへの 1対 1のア
クセスが確立されます。ネットワークへのフルアクセ
スは付与されないため、アプリ間またはネットワーク
上での水平移動は不可能になります。IPアドレスを
ベースとしない ZPAでは、複雑なネットワーク セグ
メンテーション、アクセス制御リスト (ACL)、ファイア
ウォール ポリシー、ネットワーク アドレス変換などの
設定、管理が不要になります。統合デセプションによ
り、セキュリティ部門は、組織全体を水平移動しよう
とする最も巧妙な攻撃者を検知して阻止できます。

侵害されたユーザー、内部脅威、高度な攻撃者から
の防御
インライン検査やデセプションの統合、脅威の分離機
能を備えた業界初のプライベート アプリ保護により、
侵害されたユーザーやアクティブな攻撃者がもたらす
リスクを以下の方法で最小限に抑えます。

• OWASP Top 10を含む最も一般的なWeb攻撃
手口に対応し、ゼロデイ脆弱性に仮想パッチを迅
速に適用するための完全なカスタム署名サポートに
より、Web攻撃を自動的に阻止する。

•	 統合されたクラウド ブラウザー分離で管理対象外の
デバイスから機密データを遮断し、アプリケーショ
ンへのアクセスを完全に分離することで、サードパー
ティーおよび BYODのリスクを最小化する。

•	 統合デセプションによって作成されたデコイのアプ
リにより、セキュリティ部門は侵害されたユーザー
によるリソースへのアクセスを遮断し、ネットワーク
内のアクティブな脅威を封じ込めることができる。

卓越したユーザー エクスペリエンスの提供
VPNクライアントへのログイン、ログアウトを必要と
しない一貫した高速接続により、今まで以上に高速
で安全なアクセス エクスペリエンスをリモート ユー
ザーに提供できます。サードパーティーの請負業者、
ベンダー、パートナーはクライアントをインストールす
ることなく、すべてのデバイスやWebブラウザーか
らストレスなくアクセスできます。ユーザーは Azure 

AD、Okta、Pingなどの既存のログイン資格情報を
使って登録します。そして、管理者はプライベート ア
プリへのアクセス障害、ネットワーク パスの機能停止、
ネットワークの輻輳によって生じるエンドユーザーのパ
フォーマンスの問題をプロアクティブに検出し、解決
することで、ユーザーの生産性を維持することができ
ます。

アプリ、ワークロード、デバイス間での安全なアクセ
スのための統合プラットフォーム
プライベート アプリやワークロード、およびOT/IIoT

デバイスにゼロトラストを拡張し、複数の不統一なリ
モート アクセス ツールを簡素化して統合します。セ
キュリティとアクセスポリシーを統合することで、侵害
を阻止し、複雑な運用の負荷を軽減します。
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他製品との主な違い

業界唯一の次世代 ZTNAプラットフォームとして、
Zscaler Private Accessは、快適なユーザー エクス
ペリエンスを備えた高度なセキュリティを実現します。

•	 最小特権アクセスのためにゼロから構築：権限の
あるユーザーに、ネットワーク全体ではなく承認さ
れたリソースのみへの接続を許可します。これは従
来の VPNでは不可能です。

•	 アプリが不可視化され攻撃者はアクセス不可： プラ
イベート アプリやワークロード、デバイスをパブリッ
ク インターネット上で見えないようにすることで、		
アプリの侵害やデータ窃取、水平移動を阻止します。

•	 完全なインライン検査：最も一般的なWeb攻撃
を自動的に防止し、プライベート アプリの悪用を特
定してその活動を停止させます。

•	 統合デセプション：ネイティブのアプリ デセプション
機能を備えた唯一の ZTNAソリューションで、水平
移動の試みとランサムウェアの拡散を阻止します。

•	 グローバルなエッジの展開：世界 150か所以上の
クラウド エッジで、高度なセキュリティとユーザー 

エクスペリエンスを実現します。ローカルのサービ
ス エッジを通してゼロトラストを本社に拡張するこ
ともできます。

ZPA Essentialsエディ
ション

ZPA Businessエディ
ション

ZPA Transformation
エディション

ZPA Unlimited  
エディション

プラットフォーム サービス ソース IPアンカリング、		
複数の IdP、LSS

(+)拡張された	
DCアクセス

(+)テスト環境、		
お客様用 PKI

(+)テスト環境、		
お客様用 PKI

ユーザーとアプリ間のセグメン
テーション

10  
アプリ セグメント

300 
アプリ セグメント

無制限の
アプリ セグメント

無制限の
アプリ セグメント

App Connector 20 50 無制限 無制限

統合されたデジタル エクスペ
リエンス モニタリング — Standard Standard Standard

ローカルZTNA(オンプレミス ) —
1ペアのプライベート  
サービス エッジ / 
10,000ユーザー

1ペアのプライベート  
サービス エッジ /
5,000ユーザー

1ペアのプライベート  
サービス エッジ
1,000ユーザー

クライアントレス アクセス — Essentials Advanced Advanced

統合デセプション — Standard Advanced
Advanced + 追加のデ

コイ

アプリの保護 — — CHECK-CIRCLE CHECK-CIRCLE

統合された分離機能 — — Standard 100%

データの保護	
(プライベート アプリ )

— — — CHECK-CIRCLE

プレミアム サポート — — — CHECK-CIRCLE

ZPA for Usersエディション

ライセンスモデル： Zscaler Private Accessのエディションは、ユーザーごとの価格です。エディションの一部の製品については、ZPA for 

Workloads(ワークロード/サーバーごとの価格、Transformationエディションの一部として 100ユーザーあたり 1ワークロードを提供 )を含
め、ユーザー数以外で価格が異なる場合があります。価格の詳細は、Zscalerまでお問い合わせください。
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•	 統合されたエージェントレスおよびエージェントベー
スのアクセス：エージェントレスおよびエージェント
ベースのオプションにより、BYODおよび企業所有の
デバイス全体に最小特権アクセスを適用します。

•	 クラウドネイティブな基盤：高価なオンプレミスのア
プライアンスや複雑なインフラを必要としないクラウ
ド型プラットフォームは、ビジネスの成長に合わせて
拡張できます。

•	 ユーザー、ワークロード、デバイス向けの統合
型 ZTNAプラットフォーム：業界で最も包括的な
ZTNAプラットフォームを使用して、プライベート ア
プリやサービス、OTデバイスに安全に接続します。

•	 拡張可能なゼロトラスト プラットフォーム：完全な
セキュリティ サービス エッジ (SSE)フレームワーク上
に構築された Zero Trust Exchangeでビジネスを保
護および強化します。

基本的なコンポーネント

Zscaler Client Connector

ユーザーのノートパソコンやモバイル デバイス上で動
作する軽量アプリケーションであり、ユーザー トラフィッ
クを最寄りの Zscaler Service Edgeに自動的に転送
し、セキュリティとアクセス ポリシーがすべてのデバイ
ス、場所、アプリケーションに適用されるようにします。 

Zscaler Agentless Access

ユーザーは統合されたブラウザベースのアクセス
(Web、RDP、SSH)、またはクラウド ブラウザー分離
を介してプライベート アプリ、ワークロード、IIoT/OT

デバイスに安全に接続して、非管理対象のデバイスか
らエージェントレスにアクセスできます。

ZPA App Connector

App Connectorは、データ センターまたはパブリッ
ク クラウドに展開されたプライベート アプリの前に配
置される軽量の仮想マシンで、アプリをインターネッ
トに公開しない内側から外側への接続で、認証され
たユーザーと指定されたアプリ間のセキュリティ接続
を仲介します。

ZPA Service Edge

サービス エッジは、セキュリティとアクセス ポリシー
を適用し、承認されたユーザー (Client Connectorと
ブラウザー アクセス経由 )と特定のプライベート アプ
リ (App Connector経由 )間の内側から外側への接続
を連結します。パブリック サービス エッジは世界 150

か所以上のZero Trust Exchangeでホストされており、
大規模なグローバル組織の何百万人ものユーザーを
同時に処理しています。また、Zscalerが管理するプ
ライベート サービス エッジは組織のサイトでホストす
ることもでき、オンプレミスのユーザーがローカル ネッ
トワークを離れることなく、オンプレミスのアプリケー
ションに最短経路でアクセスできるようにします。

Callout box style, 
consectetur 

adipiscing elit.
Maecenas pretium 

tellus est, at 
congue ex blandit 

iaculis.

Callout box style, 
consectetur 

adipiscing elit.
Maecenas pretium 

tellus est, at 
congue ex blandit 

iaculis.

Zscalerは、セキュリティ・
サービス・エッジ (SSE)の

Magic Quadrantでリー
ダーの 1社と評価され、
実行能力において最も高
いポジションに位置付け

られました。

詳細はこちら LONG-ARROW-RIGHT

https://www.zscaler.jp/gartner-magic-quadrant-security-service-edge-sse-2022
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Zscalerのコンポーネント サポートするプラットフォームとシステム

Client Connector iOS 9以降
Android 5以降
Windows 7以降

Mac OSX 10.10以降
CentOS 8

Ubuntu 20.04

App Connector AWS

Centos、Oracle、Redhat

Microsoft Azure

Microsoft Hyper-V

VMware vCenterまたは vSphere Hypervisor

包括的な Zero Trust Exchangeの一部である ZPA

Zscaler Zero Trust Exchangeは高速で安全な接続を可能にし、インターネットを企業ネットワークとして利用する
ことで、場所を問わない働き方を実現します。ゼロトラストの原則である最小特権に基づき、コンテキストベースの
アイデンティティーとポリシーを適用することで、包括的なセキュリティを提供します。

技術仕様について

数週間で導入し、サイバー保護とユーザー エクスペリエンスを強化
ユーザ、ワークロード、IIoT/OTにゼロトラストを提供するZscaler

有害なものはブロックし、
無害なものは保護

ネットワークではなく
アプリに接続

Zscaler Internet Access 
(ZIA)

Zscaler Private Access 
(ZPA)

ZIA for Users and Workloads
インターネットとSaaSへの安全なアクセス

サイバー脅威からの保護
AIを活用したインラインのコンテンツ検査

(SSL/TLS)

データの保護
インラインDLPとCASB、API CASB

ローカル インターネット ブレイクアウト
Microsoft 365、SD-WAN

ZPA for Users and Workloads
プライベート アプリへの安全なアクセス

アプリへのリモート アクセス(VPNなし)
従業員、サードパーティ、B2Bの顧客

アプリへの直接アクセス(バックホールなし)
ハイブリッドでマルチクラウドな環境

ワークロード間の通信
アプリ/ワークロードのゼロトラスト アクセス 

Zscaler Digital Experience (ZDX)
快適なユーザー エクスペリエンスの確保

すべてのユーザー、デバイス、アプリ、場所

外部アプリ ZPAのアプリの保護

https://www.zscaler.jp
https://www.zscaler.jp
https://twitter.com/zscaler
https://www.zscaler.jp/legal/trademarks

