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このセキュリティガイドでは、ローカルでのトラフィック
のルーティングによって、ブランチオフィス（ブランチ）
からインターネットやクラウドアプリケーションへのダイ
レクトアクセスを可能にすることのメリットと、具体的な
方法を解説します。最適なソリューションを構築するため
の5つの要件を概説しますが、先ず初めに、セキュアローカ
ルインターネットブレイクアウトが必要になった背景を考
えてみることにしましょう。

現状

アプリケーションのクラウドへの移行が加速の一途をたどり、同時に、ブランチやリ
モートオフィスといった本社以外の場所で働く従業員も増えています。そのような中
で、以前は問題なく機能していた従来型のネットワークとセキュリティ戦略が対応でき
なくなってきたことに多くの組織が気付き始めました。

データセンタに置かれたアプリケーションを対象とするトラフィックのバックホールを
前提としたハブ&スポークアーキテクチャの問題点が次々と明らかになる一方、依然と
して多くの企業は、ブランチからクラウドアプリケーションやインターネットへのアク
セスに従来型アーキテクチャを使わざるを得ず、アプリケーションのクラウド移行とい
う目的を果たせないままでいます。

クラウドアプリケーションは、優れたユーザエクスペリエンスを提供するよう設計され
ており、ユーザの生産性を向上させ、ビジネスの柔軟性や俊敏性も向上させます。これ
らのメリットを実現するには、インターネットへのダイレクト接続が必要ですが、その
ためには、ネットワークやセキュリティに対するアプローチを根本的に見直す必要があ
ります。

従来型アーキテクチャの課題

低いユーザエクスペリエンス
従業員がブランチに移動してリモートから仕事をするには、インターネットやクラウドア
プリケーションへの高速なアクセスが必要です。これらの離れた場所から本社のデータ
センタへのトラフィックをハブ&スポークネットワーク経由でバックホールすると、トラ
フィックのボトルネックやレイテンシが発生し、ユーザの待ち時間が長くなり、ひいては
生産性が低下します。

高コスト
従来型のハブ&スポークアーキテクチャによって増加するMPLSコストは、多くの組織にとっ
て悩みの種です。トラフィックをブランチからデータセンタにバックホールすると、ヘアピ
ン効果が発生します。つまり、インターネットへのトラフィックに対し、ブランチオフィス
からデータセンタへトラフィックを転送し、トラフィックをユーザに返すため、2倍のコス
トが発生することになります。グローバルにブランチオフィスが分散する多国籍企業では、
これらのコストが爆発的に増加することから、ITチームは常にMPLSコストを削減する方法
を探しています。 
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低い可視性
多くの組織では、中央のゲートウェイ経由でトラフィックをルーティングすることで、
可視性が向上し高度なコントロールが可能になるものと捉えていますが、現実にはアプ
リケーションのクラウドへの移行に伴って、アプリケーションや使用するネットワーク
を可視化できなくなります。 

複雑性
RightScaleによると、ワークロードの79％がクラウドで実行されるようになりました1。ほと
んどのアプリケーションがクラウドに移行すれば、ブランチの従業員は企業のネットワーク
にアクセスする必要もなくなるかもしれません。これらのユーザを会社のネットワークに接
続させ続ければ、MPLSやアプライアンスの管理に不要なコストがかかり、管理が複雑にな
るばかりです。ブランチのユーザに必要なのは、インターネットやクラウドアプリケーション
への高速なセキュアアクセスであり、バックホールではこれを解決できません。 

スケーラビリティ
Office 365などのクラウドアプリケーションは、インターネット経由のダイレクトアクセスを
前提に設計されていますが、ハブ&スポークアーキテクチャは、長時間の接続を想定した設
計にはなっていません。さらには、ユーザあたりのSaaS接続数が大幅に増加すると、従来型
のアーキテクチャやファイアウォールでは拡張性が間に合わず、必要とされる接続数をサ
ポートできなくなります。

クラウドへの移行 
これらの課題を解決するには、従来とは異なる、新しい考え方が必要です。クラウドに移行
するには、ブランチでローカルインターネットブレークアウトを行い、トラフィックをイン
ターネットへ直接かつ安全にルーティングする必要があります。ブランチにおけるローカル
ブレークアウトと、トラフィックルーティングの簡素化を、論理的にコスト効率良く実現する
方法として、SD-WAN（Software-Defined Wide Area Network）に注目が集まりつつあります。
SD-WANには、コスト削減、クラウドベースのポリシー管理の一元化、ITの簡素化、インター
ネットアクセスにおける速度と信頼性の向上といった多くのメリットがありますが、SD-WAN
ソリューションはネイティブではセキュリティ機能を提供していないため、ローカルブレー
クアウトの保護は引き続き必要になります。

ブランチのSD-WAN環境を保護するには、管理を複雑化することなく、すべての場所で同一
のセキュアインターネット接続を提供するという問題を解決する必要があります。主な選択
肢は2つあり、ブランチごとにセキュリティアプライアンスを導入するか、クラウドにセキュ
リティを移行するかのいずれかを採用することになります。ブランチのトランスフォーメー
ションを成功させる5つの重要な要件の調査結果を見れば、クラウドへの移行が最適な方
法であるのは明らかです。

「クラウドサービスが登場す
るまで、企業のネットワー
クインフラストラクチャは、
ユーザがいる場所とデータ
を接続するように設計する
のが一般的でした。この方
法であれば、実装もプラン
ニングも簡単です。しかし
ながら、Office 365 などの
クラウドサービスにおいて
は、その方法では対応でき
なくなりました…」

–Microsoft TechNet 
2017年3月

1  RightScale、「State of the Cloud Report（クラウドの現状レポート）」、2017年
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インターネットへのダイレクト接続の保護
以上のように、分散型企業がクラウドの世界でいくつもの課題に直面することがわかりまし
た。では、それらの課題をどのように解決すればよいのでしょうか。セキュアなローカルイン
ターネットブレークアウトを確立する必要があるのは明らかです。これらの接続を可能にする
ソリューションは、包括的な保護の提供、コスト削減、ITの簡素化、そして、ブランチのすべて
のユーザに高速なユーザエクスペリエンスを提供することが求められます。そのためには以下
の5つの重要な要件を満たす必要があります。 

包括的セキュリティプラットフォーム
包括的セキュリティとは、すべての場所に同一セキュリティを提供できることを意味します。
これは、真のクラウドソリューションでのみ実現可能です。すべてのポートとプロトコルのイ
ンスペクションが不可欠となり、クラウドサンドボックス、クラウドファイアウォール、高度
脅威対策を含む統合セキュリティ/アクセスサービスのフルスタックを提供できるソリュー
ションでなければなりません。そして、どのような状況でも、ユーザにセキュリティを適用で
きる必要もあります。具体的な例として、たとえば本社と異なる場所にブランチがある場合、
そこがインターネットやクラウドアプリへの新しい出口となり、ブランチの従業員数に関係な
く、データセンタと同じレベルのセキュリティをすべてのブランチにも提供できる必要があ
ります。

WebEx、Box、Dropboxなどのクラウドアプリケーションは、通常の80や443とは異なるポートも使
用するため、包括的セキュリティソリューションは、DNSやビデオのトラフィックを含む、すべての
ポートとプロトコルのトラフィックにも対応する必要があります。 

従来型テクノロジに足りないもの
従来型ファイアウォールは、HTTPやFTPのトラフィックをプロキシとして処理できないため、
コンテキストからセキュリティのタイプを判断することはできません。したがって、既知のシ
グネチャに頼ってトラフィックのインスペクションを実行することになりますが、これらのシ
グネチャでは、すべての脆弱性の3〜8％しか捕捉されないため、DNSトンネリングなどの攻
撃の標的になる恐れがあります。さらには、DNSトラフィックをブレークアウトできないと、
多くの場合は、最も近いインスタンスにユーザが接続されないため、アプリケーションのパ
フォーマンスやユーザエクスペリエンスの低下を招きます。

安易な解決策はない
ローカルブレークアウトを保護する目的で、拠点ごとにセキュリティアプライアンスを導入
する組織もありますが、購入、構成、管理、保守に関わるすべてのコストを考れば、本社のイ
ンターネットゲートウェイのセキュリティスタックと同様なアプライアンスを、すべてのブラ
ンチに実装しようとする組織はほとんどないでしょう。

容易な解決策として、小規模のファイアウォールやUTMアプライアンスをブランチに導入
し、セキュリティコントロールのレベルを下げることで乗り切ろうとする企業もありますが、
このアプローチでは、さまざまな場所に存在する、容量や機能が異なるアプライアンスを管
理することになり、ポリシー管理も複雑になり、多くの場合、ポリシーの一貫性が失われた
り、監査証跡があちこちに分散してしまいます。このように妥協してセキュリティのレベルを
下げてしまうと、それぞれのブランチはもちろん、ネットワーク全体が脆弱になります。 

イ ン タ ー ネ ッ ト へ の 
ダイレクト接続における
5 つの重要な要件

1. 包括的セキュリティ
プラットフォーム

2. プ ロ キ シ ベ ー ス の 
アーキテクチャ

3. グローバルクラウド

4. 可視性と管理性

5. 柔軟性とスケーラビ
リティ
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代替策として、ハブを確立し、地域のデータセンタへのトラフィックをバックホールすること
を推奨するアプライアンスベンダも存在します。この方法は、ブランチごとにアプライアン
スを導入するコストや複雑さは軽減されますが、若干の修正が加えられたハブ&スポーク型
ネットワークが作成されるだけであり、解決すべき課題が解消されるわけではなく、必要と
されるインターネットへのダイレクト接続も確立されません。効果的かつ安全にトラフィッ
クをインターネットにダイレクトルーティングするには、クラウドセキュリティプラット
フォームが不可欠です。 

クラウドならどれも同じというわけではない
たとえば、家庭用発電機で発電所を建設するのは非現実的で、効率が悪く、能力も足りませ
ん。シングルテナントのアプライアンスでセキュリティクラウドを構築するのも、現実的な
方法ではありません。次世代ファイアウォールやUTMなどの従来型テクノロジは、クラウドソ
リューションに必要なアーキテクチャを採用していないため、クラウドにそのまま転用するこ
とは困難です。

ファイアウォールの仮想アプライアンスを使用したとしても、クラウドを前提に根本から設計
されたマルチテナントクラウドセキュリティプラットフォームと同等になるわけではありませ
ん。仮想ファイアウォールには容量的な問題があり、SSLトラフィックのインスペクションの実
装や、セキュリティの新機能を追加したりすると、パフォーマンスに影響が出ます。物理的では
ないというだけで、「ボックス」であることに変わりなく、進化する要件に合わせて拡張するこ
とはできません。

マルチテナントプラットフォームは、アプライアンスや仮想アプライアンスのチェーン方式の
サービスとは異なり、すべてのセキュリティサービスを1つのパスで提供できるため、ホップ数
の増加に伴うレイテンシの増加はありません。また、クラウドベースのプラットフォームである
ため、ブランチあるいは本社のどちらであっても、ユーザには同じセキュリティスタックが適
用されます。クラウドアプリケーションを安全に利用するには、ニーズに合わせて柔軟に拡張
できる、マルチテナントプラットフォームが必要です。

プロキシベースのアーキテクチャ
SSLで暗号化されたトラフィックの増加に伴い、そのトラフィックを隠れ蓑に悪用した脅
威も増加しています。Googleの報告によればGoogleを経由するトラフィックの90％以上が
暗号化されているとのことであり2、この事実を考慮すれば、SSLインスペクションを除外
することはできません。ところが、SSLインスペクションにはプロキシが必要であり、最
高のセキュリティを実現するには、パフォーマンスを低下させることなく、SSLで暗号化
されたトラフィックのネイティブかつ大量のインスペクションを実行できるプロキシが必
要です。

従来型テクノロジに足りないもの
従来型のアプライアンスベースのファイアウォールやUTMは、SSLで暗号化されたト
ラフィックをネイティブにインスペクションできないため、ソフトウェアベースのソ
リューションを後付けする必要があります。しかしながら、SSLインスペクションを有効
にすると、アプライアンスのパフォーマンスに大きく影響が出るため、自社環境で実際
のパフォーマンスをチェックする必要があります。さらに、アプライアンスのライフサ
イクルが状況を悪化させます。アプライアンスの一般的な入れ替えサイクルは3〜5年で
あり、5年後のSSLのインスペクションとパフォーマンスのニーズを予測しておかなけれ
ばなりません。 

「41%
のネットワーク攻撃は
暗号化を使って検知を
回避する」

  –Ponemon Institute
「 H i d d e n  T h r e a t s  i n 

Encrypted Traffic: A Study 
of  N o r t h  A m e r i c a  a n d　
EMEA（暗号化されたトラ
フィックに潜む脅威：北米・
欧州・中近東・アフリカに
おける調査）」2016 年

2  Google透明性レポート
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SSLインスペクションの将来の要件を予測するのは、極めて困難ですが、以下の3つの
結末のいずれかを迎えることになると考えられます。パフォーマンスが問題になった場
合は、運用コストが増大し、セキュリティアプライアンスの計画外のアップグレードが
必要になる可能性があります。あるいは、インスペクションからSSLを余儀なく除外す
る可能性もあります。ネットワーク攻撃の41％が暗号化を使って検知を回避するように
なった3ことを考えれば、SSLインスペクションを外すのは得策ではありません。SSLト
ラフィックの将来の増加とそれに伴う脅威の増加を見越して、アプライアンスを購入す
れば、余分なコストが発生し、オーバープロビジョニングになる可能性があります。

さらに、証明書の管理についても忘れてはなりません。アプライアンスやVNFソリュー
ションを利用する場合は、すべてのデバイスに手動で証明書をインストールする必要が
あります。ブランチやリモートオフィスが多い場合、このプロセスを確実に実行し、証
明書を常に最新の状態にするのは非現実的です。SSLで暗号化されたトラフィックを効
率的に処理するには、ネイティブSSLインスペクションを有効にし、証明書を一元管理
する必要があり、これらすべてを、パフォーマンスを低下させることなく実行できるソ
リューションが必要です。 

グローバルクラウド
ネットワーク境界の概念は大きく変化しました。さまざまな場所から接続するユーザに対
して、セキュリティとアクセスコントロールを提供する必要があり、ユーザがどこに移動
しようと同じレベルのセキュリティ、すなわち、セキュリティスタック全体が有効となる
ように運用する必要があります。マルチテナントアーキテクチャによるグローバルクラウ
ドであれば、ユーザがどこに移動しても、一貫したセキュリティが提供され、複数の分散
したブランチを持つ組織に必要とされる信頼性と可用性が保証されます。 

従来型テクノロジに何が足りないか
MPLS経由で地域のハブへのトラフィックをバックホールしたり、少数のデータセンタに
トラフィックをルーティングしたりして出口を制限すると、地理的なギャップが発生し、
レイテンシやユーザエクスペリエンスが低下します。地域によって法規制が異なるため、
データのプライバシーに対するコンプライアンスも複雑になります。ユーザエクスペリエ
ンスを向上させ、コンプライアンスへの遵守を簡素化するには、真にグローバルな環境を
提供するベンダを選択することが重要です。データセンタとインターネットへの出口は、
どの地域のブランチであっても、ユーザに近く、キャリアに依存しないものでなければ
なりません。このような環境とクリティカルアプリケーションとのピアリング4を組み合
わせることで、最速の接続が可能になり、アプリケーションのパフォーマンスが向上し、
データプライバシー要件へのコンプライアンスが容易になります。このような環境を提
唱しているのは、Zscalerだけではありません。Microsoftは2017年に、Office 365を始めと
するアプリケーションのクラウドへの移行に伴い、ローカルからインターネットへのダイ
レクト接続の重要性が高くなると説明しています5。

Microsoft が提案している
Office 365 の 標 準 接 続 の 
原則

・ Microsoft グ ロ ー バ ル
ネットワークに最適な接
続方法

・ ユーザにできるだけ近い
ネットワーク接続ポイン
トへの接続

・ エンドポイントへの中断
のないアクセス

・ ローカル DNS 名前解決

–Microsoft TechNet 
2017 年 3 月

3 Ponemon Institute、「Hidden Threats in Encrypted Traffic: A Study of North America and EMEA（暗号化されたトラフィックに潜む脅
威：北米・欧州・中東・アフリカにおける調査）」、2016年 
4 peeringdb.comで実施されたピアリングの評価で、クラウドセキュリティとアプリケーションの両方のベンダの利用可能なピアリング帯域幅
がテストされた。
5 Microsoft TechNet、2017年3月
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エンタープライズグレードの可視性と管理性
ユーザ別、アプリケーション別、場所別に、リアルタイムに可視化できることは、どの
ようなセキュリティ環境であっても、重要な要件です。特に広範囲にブランチが分散す
る企業にとっては不可欠な要件です。これにより、ログの消失や断片化されたログのと
りまとめの心配が不要になり、インターネットログの管理に複数の管理プラットフォー
ムを使用せずに済みます。

従来型テクノロジに足りないもの
すべてのブランチに異なるベンダのアプライアンスが分散している環境において、様々な
アプライアンスのアクティビティの関連付け、可視化、タイムリーなレポートの提供はほぼ
不可能です。1日あたり数百万件のトランザクションを処理しながら、そのようなタスクを
実行するのは、非現実的です。従来型のセキュリティアプライアンスを使用している環境
では、ネットワークやポリシーの全体的な変更には、個別の管理インタフェースを使用する
か、専門のIT担当者がサイトごとに手動で構成を変更する必要があり、すべての場所でポリ
シーを同じ状態に維持するのは困難です。20か所あるいは200か所の拠点数であっても、
拠点ごとに異なる構成を記述し、それぞれの拠点に配信する時間やリソースを確保する余
裕はおそらくありません。ポリシー管理を簡素化する必要があります。

NGFWやUTMのソリューションでは、アプライアンスをサイジングする段階で、ログのサイ
ズや大きさを見積もらなければならないという問題もあります。ログ空間が満杯になると、
アプライアンスはログを上書きします。一部のアプライアンスでは7日分しかログが記録さ
れず、ベンダは集中管理の機能を購入することで（追加コストが必要）専用のログレポジト
リを構築するよう提案していますが、このような方法ではビジネスの成長に合わせた柔軟
な拡張は望めません。

IT運用を複雑化するのではなく、単純化できるソリューションを選択する必要があります。
ライセンスを追加したりスクリプトを作成して追加したりすることなく、ポリシーを一元的に
作成し、複数のブランチにすぐに適用できる事が理想的です。また、ポリシーの作成や場所
の選択が容易で、ボタンを押すだけでポリシーが適用されるソリューションを選択するべ
きです。 

柔軟性とスケーラビリティ 
クラウドアプリケーションの機能を最適化するには、トラフィック量に関係なく安定したパ
フォーマンスとセキュリティ機能が提供され、ユーザや機能の追加時も影響を与えることの
ないことが求められます。すなわち、必要とされるのは、柔軟性とスケーラビリティを兼ね備
えたマルチテナントのセキュリティプラットフォームです。そのようなプラットフォームであれ
ば、コストが増加したり複雑化することなく、リソースを多用するアプリケーションをサポート
し、新たなセキュリティ機能を追加し、急増するネットワークトラフィックを処理できます。

従来型テクノロジに足りないもの
Office 365を始めとするクラウドアプリケーションは、リソースを大量に使用し、ユーザあたりの接
続時間が長いという特徴があります。この接続の変化に伴い、ローカルにアプライアンスが導入
されていたとしても、必要な接続数をサポートできないため処理が追いつかず、パフォーマンス
が大幅に低下する可能性があります。この問題を解消するには、多くの場合、セキュリティハード
ウェアの入れ替えや高コストのアプライアンスのアップグレードで対応することになります。
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トラフィックの効果的な管理には、ビジネスクリティカルアプリケーションの処理を優
先し、アプリケーションが使用する帯域幅を制限する機能が必要です。アプライアンス
は、ビジネスアプリケーションを他のトラフィックより優先するように設計されている
わけではありません。NGFWやUTMアプライアンスが提供する帯域幅監視では、パケッ
トの欠落や、レイテンシの悪化する可能性があり、複雑で高価なアプライアンスのスプ
ロール化、ユーザエクスペリエンスの低下、ボトルネックや帯域幅の競合の発生といっ
た深刻な問題へと発展する恐れがあります。これらの問題を解決するには、クリティカ
ルアプリケーションのトラフィックを、重要度の低いトラフィックより優先させること
ができる、帯域幅制御の機能を備えたソリューションが必要です。

帯域幅の割り当てと新サービス追加に焦点を当て、ここからは、グローバルでビジネス
を展開し、数十箇所のブランチからトラフィックが送信される企業を例に考えてみま
す。この企業がシングルテナントテクノロジを選択した場合、セキュリティスキャンを
実行するリソースが制限されます。トラフィックが一時的に急増すると、それを処理す
る十分な帯域幅を確保できていないため、余分なコストがかかる可能性があります。
したがって、トラフィックの一時的な急増をシームレスに処理できる、リアルタイムで
拡張可能なソリューションが必要になります。マルチテナントセキュリティプラット
フォームのメリットの1つであるスケーラビリティにより、すべてのテナントがクラウド
を自由に使用し、ニーズの増加に合わせて拡張できます。

セキュリティプラットフォームに新たなサービスを追加する場合でも、パフォーマンス
に影響を与えることなくリアルタイムで実行できる必要があります。ところが、アプラ
イアンスで新しいサービスを有効にしようとすると、多くの場合は、新機能を導入する
サイトごとに専用の装置を追加したり、アプライアンスを入れ替えたりする必要が出
てきます。コストや時間がかかるだけでなく、アプライアンスのスプロール化が進み、
組織全体の保護の一貫性が失われることになります。仮想化されたファイアウォール
であっても、違いはありません。容量は限られており、SSLトラフィックをインスペク
ションしたり、新しいセキュリティ機能を追加したりすると、パフォーマンスに影響し
ます。仮想マシンも、データセンタに置かれる物理マシンではないものの、数年ごとに
アップグレードが必要になることに変わりなく、要件に合わせて拡張することはできま
せん。 

ブランチオフィスのセキュアトランスフォーメーションの実現 
Z s c a l e rは、これら5つの要件を解決するため、フラグシップのセキュリティ製
品であるZscaler  Internet  Access（ZIA）を含む、Zscaler™ クラウドセキュリ
ティプラットフォームを開発しました。Z s c a l e rは、ゲートウェイセキュリティス
タック全体を、管理の容易なサービスとして提供します。ハブ& スポーク型ネッ
トワークからクラウド対応のアジャイルアーキテクチャへの移行を可能にし、複
雑かつ高コストのアプライアンスに代わる真の選択肢として、IT運用の簡素化と
MPLSコストの最適化を実現します。

Z I Aは、トラフィックのインターネットへの ダイレクトルーティングによって、
ユーザの最も近い場所でセキュリティを提供することで、高速で安全なユーザ
エクスペリエンスを実現します。クラウドサービスであるため、ユーザが本社、ブ
ランチオフィス、あるいは出張先のいずれの場所であっても、同様の保護が可
能で、オンネットワークあるいはオフネットワークのどちらであっても、すべての
ユーザに同一の一貫性ある保護が適用されます。

 

Zscaler によるブランチ
オフィスのトランス
フォーメーションの 
メリット

・ ユーザの利便性と生
産性の向上 

・ 妥 協なきセ キュリ
ティの実現 

・ 運用が簡素化

・ コスト削減
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ZIAは、クラウド方式のセキュアインターネット/Webゲートウェイです。グローバル
Zscalerクラウドセキュリティプラットフォームの一部であるZIAを利用することで、
ネットワークの管理者は、包括的アクセスコントロールをサービスとして提供できま
す。さらには、セキュリティ管理者は、トラフィックをZscalerにルーティングするだけ
で、きめ細かな保護を即座にユーザに提供し、マルウェア、高度な脅威、不正Webコン
テンツなどを直ちに検知してブロックできるようになります。完全にクラウドに対応し
たアーキテクチャに基づき構築されたZscalerクラウドセキュリティプラットフォーム
は、これまで説明してきた5つの重要な要件を備えており、他のセキュリティソリュー
ションとの大きな差別化要因となっています。 

1. 完全なセキュリティプラットフォーム – Zscaler Internet Access（ZIA）は、クラウド
ファイアウォール、クラウドサンドボックス、帯域幅制御、脅威対策、データ損失防止
などのセキュリティスタック全体を1つのクラウドサービスとして提供するため、バック
ホールによるトラフィック遅延の心配やブランチごとのセキュリティアプライアンスの導
入などの必要はありません。このサービスによって、HTTP、HTTPS、DNS、さらにはSSL
で暗号化されたトラフィックを含むすべてのポートとプロトコルのインスペクションが実
行され、一貫性のあるセキュリティが保証され、妥協のないセキュリティ環境を実現でき
ます。 

2. プロキシベースのアーキテクチャ – Zscalerは、スケーラブルなネイティブSSLインス
ペクションによって、アプライアンスや追加のソリューションが不要で、パフォーマンス
を低下させずに、SSL暗号化トラフィックを処理します。さらには、証明書の一元管理に
よって、ブランチからのSSLトラフィックのインスペクションが容易になります。Zscaler
であれば、SSLトラフィックのインスペクションをバイパスする必要はありません。

3. グローバルクラウド – Zscaler Internet Accessは、根本からクラウドを前提に設計され
たマルチテナントセキュリティアーキテクチャを採用して構築されています。Zscalerは、
本社、ブランチ、外出先などのいずれの場所からの接続であっても、ユーザを同一レベル
で保護します。5つの大陸に100を超えるデータセンタを持ち、クリティカルアプリケー
ションとのダイレクトピアリングを活用してユーザとインターネットの距離を縮めること
で、高速接続を可能にし、アプリケーションパフォーマンスや生産性を向上させて、多様
なビジネスニーズに対応します。 

4. 可視性と管理性 – Zscalerは、あらゆる場所のアプリケーション、ユーザ、脅威に対す
るリアルタイムの可視性を提供します。Nanolog™ストリーミングサービス（NSS）を使用
して、カスタマイズされたトランザクションログをZscalerからSIEMにストリーミングで
きるため、脅威の検知やレスポンスに役立つインサイトを取得したり、ネットワークを
きめ細かく可視化したりできます。ITチームは、クラウドベースの一元的なコンソールか
ら、新しいサービスをアクティベーションし、ポリシーを定義して瞬時に適用し、すべて
のブランチを管理できます。 

5. 柔軟性とスケーラビリティ – Zscalerマルチテナントセキュリティプラットフォームで
は、トラフィックをローカルでインターネットにルーティングし、トラフィック量に関係
なく、一貫性あるパフォーマンスを実現し、帯域幅管理ポリシーを適用することで、クリ
ティカルアプリケーションを他のトラフィックよりも優先できます。Zscalerは、その優れ
たスケーラビリティよって、クラウドアプリケーション、ネットワークトラフィックの増
加、予期しないトラフィックの急増に柔軟に対応します。 
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ブランチのトランスフォーメーションを開始し、セキュ
アローカルブレークアウトを確立する準備は万全ですか
アプリケーションがクラウドに存在し、ユーザがグローバルのブランチオフィスに分散
している環境では、従来型のハブ&スポークネットワークでブランチのトラフィックで
処理する方法は、効率的とは言えません。トラフィックをインターネットにダイレクト
ルーティングし、ネットワークとセキュリティのトランスフォーメーションを実現するこ
とで、これらの問題を解決できます。そのための具体的な手順の検討にあたっては、5つ
の重要な要件を忘れてはなりません。ブランチのトランスフォーメーションにあたって
は、先ず初めに、クラウド優先のエンタープライズ環境をサポートするよう設計された
ソリューション、すなわち、コスト削減とユーザエクスペリエンスの向上を可能にし、本
社あるいはブランチオフィスのどちらであっても、あらゆる場所で同じ保護が提供され
るソリューションを選択することが重要です。 

Zscalerを利用してブランチやネットワークのトランスフォーメーションを推進する方法
の詳細については、メール（Z-sales-japan@zscaler.com）まででお問い合わせくださ
い。今すぐトランスフォーメーションを始める方法と事例をご紹介します。
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MPLS

ブランチオフィス 本社データセンタ

インターネットへのダイレクトアクセス
不正をブロック、正規を保護

リアルタイム
ポリシーエンジン
ポリシーがあらゆる
場所のユーザに適用
される。
変更がグローバルの
すべての場所に直ち
に反映される。

ビジネス
レポート / 分析
あらゆる場所のあ
らゆるユーザに関
するグローバルな
可視性とリアルタ
イムのレポート。

 「Zscalerを採用する前は、イ
ンターネットブレークアウ
トを採用していましたが、
いかなる保護も実装して
いませんでした。Zscalerは
インラインのダイレクト接
続であるため、パケットイ
ンスペクションが非常に高
速です。正しいビジョンに
基づいて根本から構築さ
れたZscalerのアーキテク
チャによって、セキュリティ
環境が一新されました。」 

  –MAN Diesel & Turbo 
ITインフラストラクチャ 

アーキテクト 
Tony Ferguson氏
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