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ネットワークアクセスからの分離

セキュアクラウドトランスフォーメーションの実現
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企業がVPNを使い続ける理由
30 年前のネットワークセキュリティはどのようなものだったので
しょうか。ネットワークは固定され、従業員、ワークステーショ
ン、アプリケーションも同様でした。そのため、ネットワーク 
セキュリティは単純明快なものであり、IT 部門は、インバウン
ドとアウトバウンド用のアプライアンスを積み上げて、城を堀で 
囲むアーキテクチャにより、企業の周囲にセキュリティ境界を築
くことができました。この戦略がしばらくの間は有効でしたが、
ある出来事をきっかけに、ユーザのオンプレミスからオフネット
ワークへの移動が始まり、データセンタで動作していたアプリが 
ハイブリッドやマルチクラウドの環境で動作するようになりました。
その結果、境界線が拡大することになりました。

1990 年代に PC や個人用デバイスが主流になったことで、ユーザのモビリティ
が急速に進みましたが、その価値は非常に高いものの、十分に活用され
ているとは言えない状況でした。ローカルあるいはリモートのどちらで仕事 
する場合であっても、ユーザがネットワークにアクセスできるようにする必要
があったことから、VPN（仮想プライベートネットワーク）が必要とされるよ
うになりました。

VPN は 当 時 は 革 新 的 な方 法であり、リモートで仕 事をする従 業 員 は、 
オフィス、自宅、その他の場所の間でファイルを物理的に移動することなく、
ネットワークやプライベートアプリケーションにアクセスすることができまし
た。しかしながら、ほとんどの初期段階のテクノロジと同様、問題がなかっ
たわけではありません。VPN ゲートウェイは、ネットワークへと直接トンネ
リングするため、水平移動のリスクがあり、リモートユーザ数が増えると、 
攻撃対象領域も拡大するという問題がありました。また、インバウンド接続
のアプローチを採用していたため、サービスの IP アドレスがインターネット
に公開されました。
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この脆弱性から保護するために、ファイアウォール、ロードバランサ、DDoS
防御、VPN コンセントレータなどのアプライアンスがインバウンドセキュリティ
スタックに追加されました。すべてのデータセンタにこれらを複製する必要
があるため、ネットワークのコスト増大と複雑化に拍車がかかることになり、
これらの問題が深刻化の一途をたどることになりました。アプリケーション
がクラウドに移行し、ユーザがオフィス以外のあらゆる場所から接続するよ
うになったにもかかわらず、データセンタに固定され、パブリッククラウドが
存在する 30 年も前に構築された VPN テクノロジが今も利用されているの
は、なぜでしょうか？

VPNでは、すべてのリモートユーザトラフィックが中央のデータセンタセキュリティ
スタック経由でバックホールされ、スタック全体を経由して戻されます。

サイト間VPN

リモートユーザ

RAS（VPN）

内部FW

内部LB

グローバルLB

DDoS

外部FW / IPS

今こそ、プライベートアプリケーションへのアクセスを見直すべき時です

変革しなければならない理由
現在の境界のない新しい世界では、データセンタではなく、クラウドが IT 環境の 
中心になりました。ところが、多くの場合に、ローカルあるいはリモートのどちら
であっても、すべてのユーザトラフィックが数千キロも離れたデータセンタにバック 
ホールされ続けています。

ネットワークチームは、ネットワーク中心のセキュリティアプローチからの移行を 
検討し、ユーザとアプリケーションの接続の保護に注目し、VPN を使用することなく、
プライベートアプリケーションへの高速かつ安全なアクセスを実現する必要がありま
す。ネットワークセキュリティにも、新しい環境に合わせた変革が求められています。

リモートアクセスVPNではニーズに対応できない理由
ユーザエクスペリエンスの低さ
ユーザが円滑に業務を遂行できるようにする必要がありますが、ユーザエクスペリ
エンスに不満があると、ユーザはセキュリティを無効にするなどの、業務優先の 
代替手段を探すようになります。VPN では、アプリケーションアクセスが必要になる
たびにログインが必要になるために、疎ましく感じるようになり、リモート接続での 
レイテンシにユーザの不満が募ります。
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攻撃のリスク
VPN によって、企業ネットワークがユーザにまで拡張されるため、攻撃対象領域と
侵害のリスクが拡大します。リモートの従業員のデバイスがマルウェア（WannaCry
など）に感染した場合、そのユーザが VPN でネットワークに接続することで、マル
ウェアがネットワーク全体に拡散する可能性があります。これは、ユーザ認証前に
アプリケーションアクセスが付与されることを意味します。このようなセキュリティ脅
威の影響を軽減し、アプリケーションのセグメンテーションなどの戦略を実現するに
は、ネットワーキングチームが、ネットワークセグメンテーションを実施し、アクセス
コントロールリスト（ACL）や FW ポリシーを手動で更新する必要があります。この
ような面倒な手順が、無駄のない信頼モデルの採用を妨げる要因となっています。

高コストにもかかわらず、さらに複雑化する環境
VPN ゲートウェイアプライアンススタック（VPN コンセントレータ、ロードバランサ、
DDoS など）を完全に整備しようとすると、コストが法外になるだけでなく、大量の
管理リソースが必要になります。レイテンシと容量の制限によって、データセンタご
とに同じゲートウェイスタックを用意する必要があるため、そのコストとリソースが 
さらに増大します。このような要素が積み重なることで、拡張が困難な複雑なネット
ワーク環境が生まれ、内部アプリケーションに対する強力なセキュリティが欠如する
ことになります。

Zscaler Private Access：  プライベートアプリケーション 
アクセスのネットワークアクセスからの分離
今 日 のセキュリティ環 境では、プライベ ートアプリケーションアクセスに SD

（Software-Defined） 戦略を採用することで、ネットワーク中心のセキュリティ 
アプローチから脱却し、アプリケーションへのアクセスを認証されたユーザだけに
許可する必要があります。急速に変化する世界では、あらゆる場所からアクセス 
するユーザに対し、迅速かつシームレスなアクセスを可能にする必要があります。 
さらには、脅威が高度化する中で、ネットワークセキュリティの俊敏性を向上させる
ことで、企業の現在のニーズに応えられるようにする必要がありますが、IT 管理者
にとっては、組織のセキュリティと機能を維持するために、より高いレベルの可視性
とコントロールも必要です。このような問題を、VPN ですべて解決できるのでしょう
か？

Zscaler Private Access（ZPA）は、企業によるプライベートアプリケーションアクセ
スの実現方法に革命をもたらす、クラウドホスティングの SD（Software-Defined）
サービスです。VPN がクラウドが登場する前に作成されたものであるのに対し、
ZPA は、クラウドを前提に、クラウド専用に作成されました。アプリケーション 
アクセスをネットワークから完全に分離することで、プライベートアプリケーション 
アクセスのさまざまな課題を解決します。
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1.  Zscaler Enforcement Node（ZEN）
• ユーザとアプリの接続を保護する
• すべてのカスタマイズされた管理ポリ      
  シーを適用する

2.  Zscaler App
• ユーザトラフィックをZENに安全にルー 
  ティングする
• アプリケーションへのアクセスを要求
  する
 
3.  App Connector
• クラウドやデータセンタのアプリの前に 
  配置される
• アプリへのアクセス要求をリスンする
• インバウンド接続なし。内側から外側へ 
  の接続のみで応答する

3

2

TLS

1

App Connector

Zscaler Enforcement Node
（ポリシーをホスティング）

Zscaler App

データセンタ

Zscaler Enforcement Node（ZEN）は、Zscaler AppとApp Connectorの中間で、エンドユーザ
からZscalerクラウド内のアプリケーションへのセキュアアクセスを仲介します。

SDP（Software-Defined Perimeter）アーキテクチャ

ZPA は、100 ％ SD（Software-Defined） のマネージドサービスであり、ハ ード 
ウェアインフラやアップデートの必要がないため、ネットワーク管理者の管理が容易
になります。プライベートアプリへのアクセスは、コンテキストアクセスポリシーに
基づくものであり、ユーザ、デバイス、またはアプリケーションに基づき適応され、
信頼（トラスト）を暗示するものではありません。環境の可視性とコントロールを
向上させるため、サービスがユーザアクティビティをリアルタイムで追跡し、ログを
会社の SIEM に送信することも可能です。また、認識されていなかったアプリケーショ
ンも検知できるため、チームはより詳細なポリシーを適用できるようになります。

ZPAの仕組み
ユーザにとっては、アプリケーションへのシームレスなアクセスが必要ですが、 
IT 部門は、企業のセキュリティを確保する必要があります。かつては、これらの 
2 つの概念は相反する関係にありましたが、ZPA では、二者択一を迫られることは
ありません。ZPA は、次のように動作します。

モバイルユーザが、会社の内部アプリケーションにアクセスしようとします。VPN 
クライアントにログインする（さらに、セッションが開始するたびにログインする）
代わりに、ラップトップ、携帯電話、またはタブレットで Zscaler App を開くだけで、
ユーザの準備は完了します。

Zscaler App が、トラフィックを最も近い Zscaler Enforcement Node（ZEN） に 
直接ルーティングします。ZEN は、グローバルの Zscaler クラウドプラットフォー
ムでホスティングされる「ブローカ」として、あらゆる場所に対応し、いつでも利
用できます。ZEN が最初に、ユーザを検証します。「リーントラスト」ベースで運
用し、会社のアイデンティティプロバイダと統合してユーザを認証します。これは、 
ネットワークに紐付けされている ACL や IP アドレスではなく、コンテキストアクセスに 
基づくものです。アクセスの許可に先立ち、ZEN が、IT 管理者によって確立され、
カスタマイズされたすべてのポリシーを適用し、許可されたアプリケーションだけを
表示します。ZEN が次に、すべての App Connector に信号を送信します。
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App Connector は、 デ ー タ セ ン タ、 パ ブリッククラ ウド、（RHEL、CentOS、
Oracle、VMware、AWS、Azure などで動作する）プライベートクラウドのいずれに
あっても、小規模の VM として、プライベートアプリの前面に配置されます。要求さ
れたアプリケーションに最も近い App Connector が、コールを受け取り、ZEN へ
の内側から外側への接続で応答し、暗号化された TLS マイクロトンネルを使用して、
個々のユーザとアプリケーションの間にセキュアセグメントを作成します。

このような独自の方法で内側から外側に接続することで、それぞれのサービス
の IP アドレスがインターネットに非公開となるため、DDoS を始めとするインター
ネットベースの攻撃からの保護が可能になります。ZEN が App Connector と通信 
することで、環境全体の負荷分散も実現するため、ロードバランサアプライアンスが 
不要になります。

ZEN は、アプリケーションと Zscaler クラウド内の承認されたユーザを安全に結び
付けることで、ネットワークアクセスではなく、アプリケーションアクセスを許可しま
す。ユーザにとっては、高速アクセスが可能になり、IT 管理者にとっては、すべて
のユーザとアプリケーションのアクティビティに対する可視化とコントロールが可能
になるという大きなメリットがあります。

ZPAと他のリモートアクセスソリューションとの違い
ZPA サービスによって、データセンタからクラウドに環境が移行した場合であって
も、内部アプリケーションへのアクセスの提供が可能になります。ZPA は、セキュ
リティと 4 つの主要な設計理念に基づいて構築されており、これこそが、他の 
いかなるリモートアクセスや SDP セキュリティサービスとも一線を画す最大の 
理由です。

ユーザーがオンネットワークにならない – ZPA は、独自の内側から外側への接続を 
採用しているため、ユーザがオンネットワークになることはありません。ネットワーク 
アクセスがアプリケーションアクセスから切り離されるだけでなく、許可されたユーザだけ
が指定されたアプリケーションにアクセスできるようになります。したがって、アプリケーショ
ンやネットワーク上で水平移動が発生することはなく、ネットワークセグメンテーションや 
IP アドレスあるいは ACL によるポリシーの定義することなく、アプリケーションアクセスが
セグメンテーションされます。 

アプリケーションがインターネットに公開されない – いかなる場合も、内部 IP アドレスが
インターネットに公開されることはありません。機密情報を処理する内部アプリケーション
は、アクセスが許可されていないすべてのユーザにとって、「ダークネット」に存在する、
目にすることのないものになるため、アプリケーションとネットワークのどちらも検知され
ることはありません。ZPA は、Web アプリケーションはもちろん、レガシーアプリケーショ
ンも含む、すべての一般的なエンタープライズアプリケーションもサポートしています。

インターネットが新しい企業ネットワークになる – ZPA は、インターネットを活用すること
で、オンデマンドで動作する、動的でアプリケーションに固有の TLS ベースのエンドツー 
エンド暗号化マイクロトンネルを実現します。すべてのデータの機密性が保証され、二重
の暗号化を選択した場合は、ユーザ独自の PKI を使用できます。

ネットワークセグメンテーションではなく、アプリケーションセグメンテーション – ZPAでは、
トンネル経由のアプリケーションマイクロセグメンテーションが可能になるため、複雑なネッ
トワークセグメンテーションを繰り返して実行する必要はありません。ZPA によって、許可
されたアプリケーションと特定のプライベートアプリケーションの間にセキュアセグメントが
作成されるため、ネットワークが変更されるたびにアップデートする必要はありません。
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4  |



VPNからZSCALER PRIVATE ACCESSへの移行

7© 2018 Zscaler, Inc.All rights reserved.

ZPAをVPNの代わりに利用するメリット

リモートのユーザエクスペリエンスの向上

• プライベートアプリへのあらゆる場所からのシームレスなアクセスが
可能

• データセンタとクラウドの両方のアプリへの高速アクセスを実現

• エグゼクティブからDevOpsまで、誰もが満足できるユーザエクスペリ
エンス

• ログインセッションごとのVPNクライアントの使用を排除

内部アプリへのSD（Software-Defined）アクセス

• アプリケーションアクセスを認証ベースでのみ許可

• ユーザはオンネットワークになることなくアプリにアクセス

• 水平移動して他の内部アプリケーションにアクセスするリスクを排除

• アプリケーションへのきめ細かいポリシーベースのアクセス

• すべてのユーザとアプリケーションのアクティビティをいつでもリアル
タイムで可視化

管理の複雑さを解消

• 単一プラットフォームソリューションで、データセンタやクラウドの区別
なく、すべての環境のアプリに対応

• 導入と実装が1時間以内で完了し、VPNゲートウェイのセットアップ 
は不要

• ネットワークセグメンテーションを実行することなく、アプリケーション
セグメンテーションを実現

• シングルサインオン（SSO）プロバイダとの統合

• 既存のVPNソリューションと並列で導入が可能

ビジネスにとってのメリット

• インバウンドゲートウェイアプライアンス 
（VPNコンセントレータ、DDoS、ロードバランサ）のコストを削減

• インバウンドセキュリティスタックを複製する必要がないため、 
シンプルなネットワークが実現

• リモートユーザの生産性が向上

• 認識されていなかったアプリも発見してポリシーを適用（クラウドへの
移行や合併/買収の際に特に有効）



© 2018 Zscaler, Inc.All rights reserved.Zscaler™、Direct-to-Cloud™、ZPA™、ByteScan™、PageRisk™、Nanolog™、PolicyNow™、およびThe Internet  
the new network™は、米国または他の国におけるZscaler, Inc.の商標または登録商標です。その他の商標は、所有者である各社に帰属します。本製品
は、ww.zscaler.com/patentsに記載されている1つまたはそれ以上の米国または米国以外の特許に該当する場合があります。特許についてはこちらから
ご覧ください。 www.zscaler.com/patents

Zscaler, Inc.
110 Rose Orchard Way

San Jose, CA
+1 408.533.0288

www.zscaler.jp

VPNからZSCALER PRIVATE ACCESSへの移行

Zscaler Private Accessを体験する
ZPA は、ユーザによる内部アプリケーションのアクセス方法を大転換する、
VPN に代わる優れた選択肢です。リモートアクセスのユーザエクスペリエン
スを最大限に向上させつつ、企業にとって最高レベルのセキュリティを実現し
ます。

VPNからZPAへの移行の詳細やライブデモの体験については、 
z-sales-japan@zscaler.comまでメールにてお問い合わせください。

ゼットスケーラーについ

ゼットスケーラーは、世界をリードする多くの組織を支援し、ネットワークとアプリケーションのトランス 
フォーメーションによるモバイルとクラウドファーストの環境の実現に貢献しています。代表的なサービス
である、Zscaler Internet Access™とZscaler Private Access™は、デバイス、場所、あるいはネットワーク
に関係なく、ユーザとアプリケーションの高速かつ安全な接続を可能にします。Zscalerのサービスは100
％クラウドで提供されるため、従来型のアプライアンスやハイブリッドソリューションでは実現できない 
シンプルさと強力なセキュリティを提供し、ユーザエクスペリエンスの向上を可能にします。185か国以上で
使用されているZscalerは、マルチテナントの分散型クラウドセキュリティプラットフォームを運用することで、
サイバー攻撃やデータ損失から数千の顧客を保護しています。zscaler.jpで詳細をご確認ください。
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https://www.facebook.com/Zscaler?ref=ts
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