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従来のファイアウォールが
ゼロトラストに適さない
7つの理由
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急速に普及するゼロトラスト
ゼロトラストが現代のデジタルビジネスに適したセキュリティモデルであることが認識さ
れている昨今、78%の企業セキュリティプログラムがすでにゼロトラストネットワークアク
セスを導入済み、または今後導入予定との調査結果が得られています。1 ITセキュリティ
の関係者は、ネットワークではなく、ユーザ、データ、アプリケーションの保護に焦点を当
てることが、今日のデータ駆動型、そしてリモートワーク対応の企業を守る鍵であると考
えています。

ハブ＆スポーク型ネットワークが最先端だった数十年前、ファイアウォールやそれを中心
としたネットワークインフラストラクチャは確実に動作し、十分な機能を発揮しました。
そして、その時代では最善の技術だったと言えます。しかし、現代のクラウドコンピュー
ティング時代では、その存在は負担でしかなく、「城と堀」のアーキテクチャ設計は、
根本的にゼロトラストの概念に沿ったものではありません。

この診断ガイドでは、ファイアウォールが今日のゼロトラストセキュリティに適さない理
由を7つ紹介します。この7つの理由のいずれかがご自身の組織に影響を与えている場合
は、クラウドセキュリティの対策を検討することをお勧めします。

1. 出典: Cybersecurity Insiders, Zero Trust Adoption Report, 2019.

https://www.zscaler.jp/resources/industry-reports/zero-trust-adoption-report-cybersecurity-insiders.pdf?_gl=1*16cfsyn*_ga*MzUzNDA1MTUuMTY1MjYzNjYyNw..*_ga_10SPJ4YJL9*MTY1MjYzNjYyNi4xLjEuMTY1MjYzNjc1NS4xNA..&_ga=2.122876427.1035873242.1652636627-35340515.1652636627&_gac=1.41755542.1652636740.EAIaIQobChMI186flrGs5gIViddkCh1o1gbZEAAYASAAEgIRwfD_BwE


�  理由#1

大規模なトラフィック検査の際の
可視性の欠如
その形状因子に関わらず、アプライアンスベースのファイアウォールは、単純にSSL暗号化ソケット層
(SSL) によって暗号化トラフィックを大規模に検査する能力を持ち合わせていません。グローバルなイン
ターネットトラフィックのうち、SSLで暗号化されている割合が増えれば増えるほど、この問題は大きく
なっていきます。攻撃者はこの増加を把握しており、暗号化されたトラフィックの中により多くの高度な
脅威を隠しています。

ファイアウォールがこのような状態にある場合、SSL検査を有効にしようとすると、パフォーマンスが
50%以上低下することが分かっています。ユーザが許容できるパフォーマンスを維持するには、より大
容量のファイアウォールにアップグレードするか、アプライアンス (または仮想ファイアウォール) を追加
する必要があります。

�  解決策
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旧式の物理アプライアンスの仮想マシン (VM) で拡張するので
はなく、クラウドネイティブのファイアウォール機能を提供するク
ラウド型サービスに移行します。真のクラウドサービスやクラウ
ドソリューションのみが、今日のトラフィックニーズに対応できる
無限の拡張性を備えているのです。

2. 出典: European Union Agency for Cybersecurity, Encrypted Tra�c Analysis

3. 出典: Zscaler, Network Firewall Survey
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https://www.enisa.europa.eu/publications/encrypted-traffic-analysis/@@download/fullReport
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すべての単一接続に対して毎回、デバイスとユーザのアイデンティティおよびセキュ
リティステータスを検証し、セキュリティポリシーを施行後にのみ接続を許可するゼ
ロトラストネットワークアクセスを実装します。これにより、ネットワークへの未保護
の接続の代わりに、ユーザとアプリケーション間に直接の安全な接続を確立するこ
とが可能になります。

4. 出典: Zscaler, Network Firewall Survey
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�  理由#2

把握できない水平移動
ファイアウォールは、「城と堀」のネットワーク境界を保護するように設計されています。このアイデアでは、
ファイアウォールだけでその侵入を許可するか否かを決定しており、一旦許可されるとその境界内のすべ
てのトラフィックは無条件に信頼され得るというものでした。そのようなアーキテクチャでは、ほとんどの
ユーザはオンサイトであり、多くのインフラストラクチャはオンプレミスで、かつほとんどのアプリケーション
はデータセンタ内に配備されていました。いずれも、現代においてはもはや通用しません。

現在は、トラフィックの70%がネットワークの内部にあり、すなわち、企業のプライベートクラウドまたは
データセンタ内にあるサーバーとアプリケーション間を流れているのです。境界線ベースの防御では、
このようなトラフィックを検査またはブロックする手段がほとんどないため、攻撃者はネットワークに侵入
した後、自由に活動できるようになります。

このようなネットワークにアクセスできれば、簡単にそのネットワークに接続されているすべての資産を発
見できます。ユーザがネットワーク内のすべてのIPアドレスを確認するには、オープンソースのスキャンツー
ルが必要です。そこから簡単にランサムウェアを拡散させたり、貴重なデータを流出させたりできますが、
ファイアウォールはそれを阻止できません。



�  解決策
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アプリケーションとリソースのアクセス制御からネットワークを分離します。ゼロトラストネットワー
クアクセスは、ネットワークをセグメント化するのではなく、個々のユーザにアプリケーションへの
直接かつ安全なアクセスを許可します。つまり、トラフィックが最短経路をたどる間に、ユーザは必
要なアプリケーションに直接接続することができ、管理者やセキュリティ部門は、基盤となる配管に
ついて心配する必要がなくなります。

一朝一夕に導入できるものではありませんが、着実に実装することで、IT、ネットワーク、セキュリ
ティの管理を簡素化し、エンドユーザにはより優れたパフォーマンスを提供できます。

�  理由#3

複雑化するポリシー
セキュリティ部門は、ネットワークをより小さくセグメント化するポリシーを構成することで、従来のネット
ワークアーキテクチャ内でゼロトラストを実現しようとしています。これは、理論的にはマイクロセグメント
化になりますが、維持に必要な労力と管理面の負担が大きすぎるため、実際にはすぐに管理不能となって
しまいます。

現代のアプリケーションを保護するには、より多くの仮想ファイアウォールをネットワーク上に配置しなけ
ればなりません。その結果、ポリシーの崩壊が発生し、ゼロトラストに似たものを構築するために、際限の
ない設定と再構成が必要になります。

物理アプライアンスと同様に、仮想ファイアウォールもある一定以上の規模を拡大することはできません。
最終的には、何千、何万ものポリシーが必要になり、管理者の負荷が増大することになります。



�  解決策
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ワークロードの場所にかかわらず、ワークロード間の交換機として機能する最新のプラットフォー
ムに投資します。これは、攻撃者がネットワークリソースにアクセスするための水平移動を防止し、
管理とトラブルシューティングを簡素化します。また、管理者は、コンテキストが変更された場合に
取り消すことができる、詳細な条件付きのアクセス制御が可能になります。

�  理由#4

パブリッククラウドの資産全体に
拡大する感染リスク
パブリッククラウドのプロバイダは、顧客のニーズを満たすべく認定されたオンラインのソフトウェアマー
ケットプレイス上で仮想ファイアウォールを提供していますが、多くの場合、パブリッククラウド上でVMイン
スタンスとして動作するアプライアンスベースのファイアウォールの仮想版に過ぎません。

このようなファイアウォールをクラウドで運用すると、従来のネットワークアーキテクチャを外側に拡
張して、クラウドのリソースを取り込むことになります。これは、ファイアウォールベースの防御を侵害でき
る攻撃者に、拡張したネットワーク内で自由に動き回れる機会を提供するだけでなく、そのネットワーク内
の誰もがクラウド資産にアクセスできるようになります。

さらに、パブリッククラウドと仮想プライベートクラウドのワークロード間のトラフィックを制御するための
ポリシーを構成するのは、煩雑で手間がかかります。お使いのクラウドアーキテクチャのすべての出入口上
に仮想ファイアウォールインスタンスを置く必要があるからです。クラウド特有の相互接続性を考えれば、
この設計の操作性が悪い理由はすぐにわかるはずです。

さらに、このクラウドアーキテクチャを従来のネットワークの残りの部分と連携させるために、複雑なルー
ティングとネットワークインフラを管理する必要があります。
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�  理由#5

「すべてを許可する」ポリシー
が引き起こす負のスパイラル
クラウドトランスフォーメーションは、グローバル規模でビジネスを変化させ、あらゆる業界の組
織がクラウドの俊敏性や革新性を活用しています。IT部門やセキュリティ部門に所属していれば、
クラウドへの移行プロジェクトに取り組むのは時間の問題でしょう。

問題は、従来のファイアウォールベースのアーキテクチャを構成してクラウド資産を保護するのは、
負担が大きく煩雑だということです。ポリシーが多様化、複雑化する一方で、生産性を高めるためには、
ユーザはアプリケーションにアクセスする必要があります。そのためには何ができるのでしょうか。

ITやセキュリティ管理者の90%が、プロジェクトのスピードアップやユーザに必要なアクセスを提供する
ために、少なくとも一時的に制限の少ないポリシー*を適用したことがあると認めています。このような制
限の少ないポリシーが積み重なり、やがては忘れ去られることで、情報漏洩や壊滅的なランサムウェア攻
撃のリスクが高まります。これらの慣行は言うまでもなく、ゼロトラストの最小特権アクセスと完全に矛盾
するものです。

実装と運用が簡単なクラウドベースのゼロトラストソリューションを検討します。単一の管理コンソー
ルを備えた統合ゼロトラストプラットフォームは、設定と管理が容易なだけでなく、従来の境界型ファ
イアウォールよりも強固なセキュリティを提供できます。

5. 出典: Gartner, “Gartner Says Cloud Will Be the Centerpiece of New Digital Experiences”
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�  解決策

アイデンティティやコンテキストを動的に認識して、ユーザとアプリケーション間の1対1接続を確立することで、アプリケー
ションへのセキュアなアクセスを可能にするVPNの代替ソリューションを検討します。このようなソリューションは、インサ
イドアウト接続を使用してアプリを公共のインターネットから不可視化することで、VPNよりも優れたパフォーマンスを提
供するとともに、セキュリティを劇的に改善します。

�  理由#6

感染の可能性を高めるインターネット
への露出
境界型ファイアウォールは、ネットワークのフロントエンドとして機能するように設計されており、本質的に
インターネットに公開される資産であるため、侵害された場合、内部のネットワークやリソースに直接アクセス
される可能性があります。つまり、従来のファイアウォールをゲートウェイとして仮想プライベートネットワーク
(VPN) サービスを展開することは、ネットワークを危険にさらすことになりかねません。

こうしたリスクの 深 刻 度 は 、従 来 のV P N の 脆 弱 性 を狙った 最 近 の 侵 害 成 功 例 によって証 明されて
います。Colonial Pipelineに対するランサムウェア攻撃は、米国内で発生した重要なインフラストラクチャに対す
るサイバー攻撃としては過去最大規模であり、「攻撃者が使用されていないはずの従来のVPNを悪用したこと
が原因」と同社のCEOは述べています。6

ファイアウォールベースのVPNには、細かく設定されたアクセス制御を実装したり、特定のリソースに接続でき
るユーザを制限したりする機能がありません。したがって、「VPNに依存する」ということは、クラウドから個々の
従業員の自宅にある無線ルータやネットワークに至るすべての経路にまでネットワークの攻撃対象領域を拡大
させる危険が伴うのです。そして、ネットワークが拡張すればするほど、攻撃者はより速いスピードで、より深刻
なダメージを与えることができます。
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6.出典: “Colonial Pipeline hack explained: Everything you need to know,” TechTarget, April 2022.

https://www.techtarget.com/whatis/feature/Colonial-Pipeline-hack-explained-Everything-you-need-to-know
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クラウドベースのゼロトラストソリューションは、今日のユーザとアプリケーションが存在す
る場所、つまりクラウド上にセキュリティ制御を配置します。インラインとエッジでポリシー
を適用するため、トラフィックに余分なホップは必要ありません。また、ゼロトラストプラット
フォームはデータパスで動作するので、すべての接続を監視し、パフォーマンス上の問題を
自動的に特定して修正することもできます。

�  理由#7

トラフィックの輻輳
分散型企業が主流となりつつある今、多くの企業がハイブリッドワークやリモートワークの導入を進めて
います。しかし、ユーザのほとんどがリモートワークとなったものの、まだ「城と堀」のネットワークアーキテク
チャに依存している場合、大量のトラフィックをデータセンタにバックホールして、ファイアウォールで検査す
る必要があります。

言うまでもなく、このアーキテクチャは非論理的で複雑です。従来のファイアウォールとアプライアンスベー
スのセキュリティスタックは、時間がかかるだけでなく、管理作業も煩雑です。また、MPLSの専用回線を使用
している場合、複雑なルーティング、スイッチング、トラフィックセグメンテーションのインフラストラクチャに
追加料金を支払うことになります。これが、SD-WAN (ソフトウェア定義のワイドエリアネットワーク) への
関心が高まっている理由ですが、ネットワークオーバーレイを追加しても、ファイアウォールの管理に伴う複
雑性とコストが増大するだけなのです。

トラフィックをバックホールする際に、アプリケーションのパフォーマンスとユーザエクスペリエンスの両方が
影響を受けます。レイテンシに言及するまでもなく、組織がZoomやMicrosoft Teamsなどの帯域幅を多く
使用する通信手段により依存するようになるにつれ、永続性の問題はさらに大きくなっていきます。
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� ゼロトラストでの解決策

ネットワークとその
アーキテクチャを変革する
Zscaler
Zscaler Zero Trust Exchange™は、ゼロトラストのために構築されたクラ
ウドネイティブなプラットフォームで、最小特権アクセスの原則に基づいて
直接かつ安全な接続を提供します。そして、接続を許可する前にコンテンツ
を精査し、アイデンティティとコンテキストを基にアクセスを検証します。

世界最大のセキュリティクラウドを搭載するZscalerのAI/MLベースのポ
リシーエンジンは、ユーザ、デバイス、アプリケーションの情報を基にコン
テキストを理解し、このコンテキストを使用してアクセスレベルや制限に
関する効果的な決定を行い、ユーザとデータの安全を確保します。さらに、
Zero Trust Exchangeは、直接的な1対1接続をユーザとアプリケーション
間で仲介し、アプリケーションをインターネットから不可視化することで、攻
撃対象領域を排除します。

Zscalerは、お客様が利用しやすく、シンプルなゼロトラストセキュリティを
実現します。これが、業界のリーダーや専門家から、Zero Trust Exchange

が最も成熟し、最も使いやすいゼロトラストプラットフォームと評価される
理由です。

Zscaler Zero Trust Exchangeは迅速かつ容易に導入でき、最先端のセ 
キュリティサービスエッジ (SSE) 機能を強化する包括的な統合インライン
セキュリティを提供しています。これには、以下が含まれます。

• クラウド型ファイアウォール

• 高度なクラウドサンドボックス

• セキュアWebゲートウェイ (SWG)

• 情報漏洩防止 (DLP)

• CASB

• その他

詳細はこちら: 

www.zscaler.jp/products/zscaler-internet-access

http://www.zscaler.jp
https://www.zscaler.jp/
https://twitter.com/zscaler
https://www.zscaler.jp/legal/trademarks
https://www.zscaler.jp/products/zscaler-internet-access



