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新しいクラウド時代 へのセキュアアクセス

企業がAWSに
移行する理由

AWS（Amazon Web Services）のお客様がクラウドへの移
行を選択する最大の理由は、クラウドのメリットであるア
ジリティとスピードを手に入れるためです。サーバを購入
してオンプレミスに導入するまでに一般的には10 ～ 18週
間を要していたのに対し、
クラウドコンピューティングであ
れば、わずか数分で数千のAWSインスタンスを起動できま
す。AWSクラウドは、
コンピューティング、
ストレージ、
デー
タベースから継続的な統合、
データ分析、人工知能までの
90以上のエンタープライズサービスの豊富な機能セットを
提供しています。

このような利便性により、多くの企業がさまざまなビジネスイニシアチブにクラウ
ドサービスプロバイダを利用し、データセンタからAWSへの内部アプリケーショ
ンの移行を始めています。
「 クラウドと同等の」ユーザエクスペリエンスを提供す
ることで従業員の生産性を向上させることが目的である場合も、ハードウェアの
保守に関連するオーバーヘッドの削減、
インフラストラクチャのスプロール化の抑
制、
あるいは買収・合併・売却に伴うデータセンタの統合などが目的である場合も
あるでしょう。さらには、大掛かりなデジタルトランスフォーメーションの一環で、
最新クラウドテクノロジを使用したビジネスの完全な再考を目指す企業もあるで
しょう。当然ながら、企業のテクノロジリーダーは常に、コストを削減することで
収益を改善させる手段を模索しています。
AWSのグローバルなクラウドを活用することで、
レイテンシを最小限に抑え、ユー
ザからアプリへの最適パスが提供されるため、増加し続けるリモートワーカが場
所やタイムゾーンに関係なく簡単にアプリケーションにアクセスできるようになり
ます。結果として、
より多くの付加価値がビジネスに提供され、
リモートワーカの
生産性が最大限に向上します。
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RightScaleの
「2017 State of the Cloud（2017年版クラウドの現状）
」
レポートは、
AWSが継続して最も広く利用されているパブリッククラウドサービスであることを示しています。
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初期の時代のセキュリティは、
データセンタに置かれたデータとそこで動作してい
るアプリケーションを保護することを中心とするものでした。セキュリティアーキ
テクトは、ネットワークの周囲に安全な境界を構築することが保護の最良の方法
であると考えました。そこで、今日、多くのセキュリティチームにおなじみの城を堀
で囲む形のアーキテクチャが誕生しました。

ネットワークという点で見れば、1つのデータセンタでの内部アプリケーションの
ホスティングは、城を堀で囲む形のセキュリティアーキテクチャに適した方法です。
そしてこのことは、
アプリケーションにアクセスするためには、
リモートユーザやブ
ランチオフィスのすべてのトラフィックがデータセンタにバックホールされることを
意味します。多くの場合、
このデータセンタは世界の別の場所に存在します。

現在、かつてはデータセンタに存在していたアプリケーションのAWSクラウドへ
の移行が進んでいます。これにより、保護する必要があるアプリやデータが境界
の外側に存在することになり、かつては安全だった境界という概念は崩壊します。
トラフィックを中央のデータセンタにルーティングするハブ &スポーク方式では、
AWSで動作するアプリを効率的に運用できません。
1990年代以来、内部アプリケーションへのリモートアクセスを提供する唯一の手
段として、
リモートアクセス VPN（ 仮想プライベートネットワーク）が利用されて
きました。ところが、内部アプリがAWSなどのクラウドプロバイダに移行し、アク
セスするリモートワーカも増えたことで、データセンタでホスティングされた静的
ゲートウェイ経由でのトラフィックのルーティングは有効な方法とは言えなくなり
ました。AWSの採用には、
リモートアクセス保護の新しいアプローチ、
すなわち、
既存のソリューションの課題を解決できるアプローチが必要です。
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リモートユーザ

リモートユーザからインターネットへのトラフィックが遅くなるのは、
クラウドからオープンインター
ネットに向かう前にデータセンタのセキュリティスタックにルーティングされ、帰りも同じ経路を逆戻
りするためです。

リモート

アクセスVPN
の課題

ユーザエクスペリエンスの低さ

AWSで実行中のアプリケーションにアクセスしようとするユーザは、
リモート
アクセスVPNにログインする必要があります。
トラフィックは、AWSに直接送ら
れるのではなく、
データセンタ経由でルーティングされます。

高いコストと複雑さ

リモートアクセスVPNには複数のゲートウェイアプライアンスが必要です。
そ
のため、データセンタごとに同じ構成のゲートウェイを置く必要があり、結果
として、複数の地域で拡張するのが困難になります。
トラフィックを強制的に
中央のゲートウェイを経由させるため、VPNは、柔軟性、シンプルさ、
コスト削
減といったクラウドのメリットの阻害要素となります。

攻撃のリスク

リモートアクセスVPNはリモートユーザをオンネットワークにするため、
ネット
ワークがマルウェアや信頼されていないユーザデバイスに起因するその他の
セキュリティ攻撃の標的になる可能性があり、攻撃者が水平移動して複数の
アプリに被害が拡大する恐れがあります。

Zscaler Private
Accessが

実現する新しい

時代のセキュア

リモートアクセス

Zscaler Private Access（ZPA™）は、ゼットスケーラークラウドを使用した内部アプ
リケーションへのセキュアリモートアクセスを可能にする、ゼットスケーラーの革新
的サービスです。ZPAによって、
データセンタを中心とするリモートアクセス VPN主
導の考え方から脱却し、
最新のクラウドベースのアプローチに移行できます。

ZPAは、認証されたユーザとアプリケーションの接続を仲介する役割を果たしま
す。ポリシーがゼットスケーラークラウドで適用されることで、アクセスを許可さ
れたアプリだけがユーザに公開されます。
Z-Connector:
アプリの前面
に置かれる
（内側から
外側への接続）
Z-Brokers:
ユーザから
アプリへの
セキュア接続
Z-App:
アプリへの
アクセスを
要求
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アプリへの高速
かつシームレスな
アクセスによる
ユーザエクスペリ
エンスの向上

ZPAサービスにより、ユーザトラフィックは常にユーザの場所に基づき、最適パスで
送受信されます。リモートユーザが最も近いアプリケーションにアクセスすること
になるため、
ユーザエクスペリエンスが向上し、生産性も向上します。

ZPAであれば、アプリケーションにアクセスするたびにリモートユーザがVPNクラ
イアントにログインする必要がなくなります。ユーザのモバイルデバイスにインス
トールされたZ-Appを利用すれば、必要なのは1回のログインだけです（Oktaなど
のシングルサインオンプロバイダと統合されます）。以降にユーザが再びログイン
する必要がなくなるため、AWSクラウドでホスティングされているアプリケーショ
ンにリモート接続する従業員に、シームレスなユーザエクスペリエンスが提供され
ます。

AWSに置かれた内部アプリへの
セキュアリモートアクセス

クラウドベースのセキュリティアプローチによって、
データセンタからAWS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を許可するユーザを
判断できます。このソリューションは、ZPAサービスの4つの重要な原則に基づい
て構築されています。

1 | ユーザをオンネットワークにしない
ユーザに企業ネットワーク全体へのアクセスが許可されることはありません。
アクセスはアプリケーションに対して許可されるものであり、IPアドレスや
ACLによってポリシーを定義する必要はありません。
2 | アプリケーションを公開しない
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。内部アプリ
ケーションは企業の「ダークネット」に置かれ、
アクセスを許可されたユーザ
以外に内部アプリケーションが公開されることはありません。
3 | インターネットが新しいセキュア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、動的でアプリに固有のTLSベースの
エンドツーエンド暗号化を可能にします。すべてのデータの機密性が維持さ
れ、
お客様は独自のPKIを使用できます。

4 | ポリシーによってアプリケーションレベルのセグメンテーションが提供される
ユーザ対ネットワークのアクセスではなく、許可されたアプリケーションにの
みアクセスが可能になり、
アプリケーションセッションごとに専用のマイクロト
ンネルが作成されます。

Zscaler Private Access for AWSを
採用すべき理由
優れたリモートユーザエクスペリエンス

• AWSに置かれたアプリへの高速アクセス
• ログインセッションごとにVPNクライアントの使用は不要
• AWSやハイブリッドIT環境のアプリへの
シームレスなユーザエクスペリエンス

管理の複雑さを軽減

• 1時間程度の容易な実装、
VPNゲートウェイのセットアップは不要
• ネットワークではなく、
アプリケーションのセグメンテーション
• OktaなどのSSO（シングルサインオン）
プロバイダとの統合
• AWS Direct Connectとの併用が可能

AWSに置かれた内部アプリへのセキュアリモートアクセス
•
•
•
•
•

ユーザをオンネットワークにしない
AWS上の特定のアプリケーションへのポリシーベースのアクセス
水平移動による他の内部アプリへのアクセスのリスクなし
AWSで動作するすべてのアプリケーションの可視化
進行中のユーザアクティビティの可視化

ビジネス価値の向上

• ハードウェアの購入を不要にすることでコスト削減を実現
• リモートユーザの生産性の向上
• サービスモデルであるため、
運用コストがわかりやすく、
予測が可能

ZPA for AWSを体験する
ZPA（Zscaler Private Access）
クラウドサービスは、
革新的なセキュアリモートアク
セスを実現します。
オンネットワークにすることなく、
リモートユーザによるアプリケ
ーションへの完全にシームレスな方法でのアクセスを可能にします。
データセンタで
ホスティングされる古いリモートアクセスVPNサービスはもう必要ありません。

ZPA for AWSによって、
AWSで動作する内部アプリケーションへのアクセス方法が再
定義され、AWSクラウドのあらゆるメリットを企業が手に入れることができます。
こ
の新しいソリューションによって、変更の阻害要因とされることが多いセキュリティ
が、
内部アプリケーションのAWSへの移行の大きな推進要因になります。
詳細についてはお 問い合わせください。
www.zscaler.jp/company/contact
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