セキュリティガイド：
リモートアクセスの保護
VPN の課題を解決するゼロトラスト
ネットワークアクセス（ZTNA）

セキュリティガイド︓リモートアクセスの保護

「WannaCry に攻撃された時、私は自宅で作業中でした。すべてがダウンし、コン
ピュータが暗号化され、ネットワークが感染しました。私は当時、SDP で社内
アプリケーションに接続していたため、すぐに脳裏に浮かんだのは、もしも、
VPN で接続している時にオフィスの誰かがマルウェアに感染したら自分も感染
するのだろうかという不安でした。しかし、ネットワークに接続せずに、SDP で
社内アプリケーションに安全にアクセスできました。自宅のネットワークに接続
していれば、オフィスよりも安全だとわかったその瞬間、プライベートアプリケー
ションアクセスに大きな問題があることに気付きました。」
MAN Energy SolutionsのITインフラストラクチャアーキテクト、
Tony Fergusson氏

デジタルトランスフォーメーションはすべてを変える
企業は自社のプライベートアプリケーションをパブリッククラウドに移行しています。また、ユーザはより多くの
アプリケーションを利用するようになり、あらゆる場所、あらゆるデバイスからアプリケーションに接続するよう
になっています。このような変化に伴い、ユーザ、デバイス、アプリケーションの境界が至るところに存在するよ
うになりました。多くの組織がすでにデジタル化とゼロトラストネットワーク実現の取り組みを行っていますが、
ネットワーク中心のアプローチを現在でも使用し続けています。ネットワーク中心の VPN テクノロジを現代のユー
ザのニーズに合わせて変更し、ビジネストランスフォーメーションを推進しようと多くの組織が努力していますが、
アプローチを変更するだけでデジタル化が可能になるわけではありません。セキュアリモートアクセスの定義を
全面的に書き換える必要があります。
本ガイドでは、リモートアクセスの方法を見直す以下のステップを解説します。
• VPN テクノロジのデジタルトランスフォーメーションにあたり企業が直面する課題
• 現状に対応可能なリモートアクセス
• 企業が新しいアプローチを採用し、ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）サービスで
リモートアクセスを方法

かつてのリモートアクセス
リモートアクセス VPN は 30 年近くにわたり、セキュアリモートアクセスの手段として利用されてきました。城と
堀のセキュリティモデルで構築された VPN は、アプリケーションがデータセンタ内に存在する環境では、十分に
役割を果たしていました。しかし、現在、アプリケーションがクラウドやハイブリッド環境に移行する中でも、リモー
トアクセスセキュリティは今もネットワークに結び付けられたままの状態です。
ネットワーク中心のセキュリティを前提とするこのような状況からリモートアクセスに関する多くの問題が生ま
れ、VPN の設計に起因するさまざまな不備が浮き彫りになりました。古い VPN テクノロジに依存する企業は、次の
2 つの基本分野で多くのリスクを抱えることになります。
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1 ネットワーク内ユーザのトラスト（信頼）
城と堀のモデルは、外部との強力な境界を作成することで、企業を外部の攻撃から保護しますが、内側のセキュ
リティは不十分であり脆弱です。このモデルでは、オンプレミスやオンネットワークのすべての従業員は、物理的
なセキュリティ境界をすでに通過した状態であり、これらのユーザはデフォルトでオンネットワークとして自動的に
「信頼済み」と分類されます。企業内のアプリケーションに全面的にアクセスが可能であり、ネットワーク内での水
平移動が許可されています。しかしながら、あるユーザがオンネットの状態で感染デバイスを使用すると、どうな
るでしょうか︖企業内で水平方向に、
（WannaCry のように）制約をほとんど受けることなく移動し、攻撃できるよ
うになるのではないでしょうか︖

2 ネットワークへの外部アクセスのリスク
その場合、そのトラスト（信頼）を使ってリモートユーザとしてネットワークに VPN で接続し、内部アプリケーショ
ンにアクセスするとどのようなリスクが生じるのでしょうか︖
• VPN はファイアウォールをトンネリングする ― ファイアウォールは、ネットワークへ危害を与えるものの侵入を防止
しますが、VPN は、ユーザが正当なユーザであることを確認したり、デバイスの状態を確認したりすることなく、ファ
イアウォールを通過させるため、セキュリティホールが生まれリスクが増大します。
• IP のインターネット公開により、外部からネットワークが検出可能 ― ユーザは、インバウンド接続を使ってネットワー
クに接続します。これは、ネットワーク IP がインターネットに公開され、
（許可されているかどうかに関係なく）誰で
もネットワークアーキテクチャに ping を実行できることを意味します。これらの外部公開された IP によって、DDoS
を始めとするインターネットベースの攻撃に対する弱点が生じることになります。
• ネットワーク接続したリモートユーザは「信頼済み」と見なされる ― リモートユーザが VPN でネットワークにトンネ
リングされると、そのユーザは「信頼済み」と見なされます。本当に信頼できるかどうかは不明であるにも関わらず、
そのリモートユーザに水平方向のネットワークアクセスが許可されます。ネットワークセキュリティによってリモート
ユーザとそのデバイスにアクセスが許可されると、攻撃対象領域の拡大につながります。

GSLB
外部ファイアウォール
VPN/RAS
内部ファイアウォール
DDoS
ロードバランス

VPN が構築された基盤上に外部からの侵入口が開き、ネットワークが攻撃
に対して脆弱になります。多くの組織で利用されているインバウンドのセ
キュリティスタックの場合、セキュリティの強化が必要になるたびにアプラ
イアンスの追加を繰り返すことになります。
VPN によって過剰なトラストがユーザに付与されてしまうことから、多くの
企業がゼロトラストネットワーキングの実装を検討するようになりました
が、このようなトラストの排除は、プライベートアプリケーションへのアク
セスの保護の第一歩に過ぎません。企業には、条件付きの「アダプティブト
ラスト
（適応型信頼）」ベースで動作する新しいリモートアクセスソリューショ
ンが必要です。

アダプティブトラスト︓

「トラスト」のレベルが常時評価され、アクセスが許可されます。アダプティブトラストは、ゼロ
トラストの概念に基づきますが、エンタープライズリソースへのリスクを最小限に抑えたアクセス
を可能にすることで、その概念をさらに強化します。
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ゼロトラストネットワークアクセスによるセキュアリモートアクセスの再定義
ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）は、SDP（Software-Deﬁned Perimeter）とも呼ばれ、VPN を必要
とすることなく、プライベートエンタープライズアプリケーションへのセキュアアクセスを提供します。ZTNA の
ベースとなっているアダプティブトラストモデルでは、暗黙でトラストが付与されることはなく、きめ細かいポリ
シーによって定義された「知る必要がある」最小限の特権に基づいて、アクセスが許可されます。そして、ガート
ナーの CARTA アプローチで推奨されているように、アクセスを監視することで、継続的にリスクを評価します。
ZTNA ソリューションは 100% ソフトウェア定義であるため、物理アプライアンスは必要なく、任意の環境に展開
することですべての REST-API アプリケーションをサポートできます。

ZTNAの4つの特性
1 | ZTNA は、アプリケーションへのアクセスをネットワークアクセスから完全に分離します。この分離によって、
ネットワーク内で攻撃を受けた感染デバイスなどによるリスクが軽減され、承認されたユーザだけにアプリ
ケーションアクセスが許可されます。

2 | アプリケーションからユーザへの「内側から外側」への接続によって、ネットワークとアプリケーション環境
の両方が、
許可されていないユーザに非公開になります。IP がインターネットに公開されないため、
「ダークネッ
ト」が形成されネットワークが外部から検出されなくなります。

3 | アプリケーションのセグメンテーションによって、ユーザの承認後にアプリケーションアクセスが 1 対 1 で許可
されるため、ネットワーク全体への完全なアクセスが提供されるのではなく、承認されたユーザは特定アプ
リケーションのみへのアクセスが許可されます。

4 | ZTNA は、ネットワーク中心のセキュリティではなく、「ユーザ対アプリケーション」のアプローチを採用して
います。ネットワーク中心のアプローチから脱却し、MPLS の代わりにエンドツーエンドの暗号化された TLS
マイクロトンネルを活用して、インターネットを新たな企業ネットワークとして利用できるようになります。

ZTNA サービスのタイプを理解する
ZTNA ソリューションはいずれも、アダプティブトラストの概念に基づくものですが、ZTNA は、ゲートウェイとし
ての ZTNA と、サービスとしての ZTNA の 2 種類が利用できます。

スタンドアロン製品としての ZTNA
スタンドアロン製品の場合、顧客が製品のすべての要素を展開し、管理する必要があります。さらには、IaaS ク
ラウドプロバイダが自社の顧客に対し、ZTNA 機能を提供している場合もあります。ZTNA は、データセンタある
いはクラウドのどちらであっても、環境のエッジに置かれ、ユーザとアプリケーションの間のセキュア接続を仲介
します。
この方法には、次のようなメリットがあります。
•

顧客がコンプライアンスのニーズに合わせて ZTNA インフラストラクチャを直接コントロールし、管理できる

•

オンプレミスで IoT サービスがホスティングされることで、最適化された速度でサービスを利用できる

•

ローカルユーザがインターネットを経由することなくオンプレミスでホスティングされているアプリケー
ションにアクセスする場合、パフォーマンスの向上を期待できる
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クラウドサービスとしての ZTNA
もう 1 つは、サービスとしての ZTNA というオプションです。これは、クラウドホスティング型のサービスで、顧
客がベンダのクラウド環境を利用してポリシーを適用します。この方法では、顧客である企業がユーザライセンス
を購入し、すべての環境でアプリケーションのフロントエンドとなる軽量のコネクタを展開し、顧客が必要とする
接続、容量、環境をベンダが提供します。ユーザとアプリケーションの間の仲介された「内側から外側」への接
続によってアクセスが確立されるため、アプリケーションアクセスがネットワークアクセスから分離され、IP が
インターネットに公開されることはありません。
この方法には、次のようなメリットがあります。
•

ZTNA ゲートウェイを展開する必要がないため、簡単に展開できる

•

サービスがオンプレミスでホスティングされないため、管理が簡素化される

•

リモートおよびローカルのすべてのユーザに対して、世界中のどこであっても常に最適な経路が選択される

ZTNA が VPN の強力な代替ソリューションとなる理由
ユーザエクスペリエンス
• リモ ートユーザのユーザエクスペリエ ンス が 向 上しま す。 ロ グイン や ロ グ ア ウトという概 念 が なく、
ネットワーク接続の変更にかかわらず、アクセスが継続します。
• ユーザに対するレイテンシが短縮し、高速アクセスが可能になり、生産性が向上します。
• リモートあるいは本社のどちらのユーザにも、一貫性ある高速アクセスが保証されます。

セキュリティ
• 内側から外側に接続することで、ネットワークの場所が外部に公開されない状態で、ネットワーク内の個々
のアプリケーションへのアクセスが可能になります。このアプローチによって、接続が最適化され、レイ
テンシを最小限に抑えることができます。これに対し、VPN の場合は、VPN クライアント > VPN コンセ
ントレータ > ネットワークの順のインバウンド接続になります。
• ZTNA は、マイクロトンネルを使用して、各ユーザから各アプリケーションへのトラフィックパスを最適化し
ます。これらのトンネルは、セッションごとにオンデマンドで作成されます。そのため、ユーザが別のプラ
イベートアプリケーションに同時にアクセスしようとしたり、別のデバイスからアクセスしようとしたりする
と、ZTNA によって別のマイクロトンネルが用意されます。VPN の場合は、ユーザごとに 1 つのトンネルを
使用するため、すべてのアプリケーションがそこで動作することになります。

セキュリティ
• アプリケーションアクセスがネットワークアクセスから分離されます。ZTNA は、ネットワーク中心のセキュ
リティから脱却し、ユーザとアプリケーションの間の接続の保護を可能にします。
• アクセスは 1 対 1 で許可され、認証されたユーザだけに特定のアプリケーションへのアクセスが許可され
ます。水平方向に移動できないため、攻撃対象領域が少なくなります。
• ネットワークやアプリケーションは許可されないユーザには公開されず、IP が外部に公開されることはない
ため、インターネットベースの攻撃の脅威が減少します。
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管理

• ZTNA は 100％ソフトウェアベースであり、簡単に展開できます。アプライアンスのインストール、構成、
管理は必要ありませんが、ZTNA と VPN の両方を展開することもできます。
• ZTNA は、IP アドレスを前提とするものではないため、ACL、ファイアウォールポリシー、あるいはアドレス
変換の管理は必要ありません。
• アプリケーションとユーザのレベルできめ細かいポリシーを適用できるため、アプリケーションに基づいて
セキュリティを適用し、最小限の権限のみをユーザに付与できます。
• ZTNA によって、以下の可視性が強化されます。
• ユーザのアクティビティとリアルタイムのログストリーミング
• 以前に検出されたことのないアプリケーション
• 環境の状態の監視

ZTNA

VPN

IPアドレスは外部に公開されない
複数のトンネルが同時進行する
ポリシーがVLANやIPアドレス指定
から切り離される

一貫性あるエンドユーザエクスペリエンス

アクセスコントロール
デバイスの認証と承認
クライアントA2S
（Application to Service）
トンネリング

P2P（Peer-to-Peer）プロトコル

VoIP（Voice over IP）

HTTP、HTTPS（Secure HTTP）、またはREST

サービスとして利用可能

RDP（Remote Desktop Protocol）シングルポート
マイクロセグメンテーション

SIP（Session Initiation Protocol）

TCP/UDPアプリ
アプリケーションの検出

自動ログストリーミング

SFTP（Secure FTP）
セキュアシェル（SSH）

SS7（Signaling System 7）

SMTP
環境の状態の監視
（アプリ、コネクタ、サーバなど）

ZTNAとVPNは、機能的には似ていますが、アプローチは対照的です。
この図は、ZTNAとVPNテクノロジの機能的な違いを示しています。
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ZTNAで考慮すべき要素
ZTNAをVPNに代わる手段として検討する場合、以下の2点を考慮する必要があります。

既存環境
先ず初めに、現在の環境がどのようなものであるかを検討し、現在のエコシステムとビジネスニーズを満たすもの
であるかどうかを見極めます。具体的には、次のような点を考慮する必要があります。
• プライベートアプリ（P2P、SIP など）へのアクセスに必要なプロトコルの種類（ZTNA がすべてのプロトコルを
サポートしているわけではないため）
• エンタープライズアプリの存在場所
• ユーザの存在場所
• アプリケーションにアクセスしようとするユーザの種類（従業員なのか、サードパーティのユーザなのかなど）
• 現在のソリューションに対する満足度
• ユーザの現在のソリューションに対する満足度
これらの確認結果から、ビジネスの現在のニーズ、特に現在のソリューションでは不十分な分野を判別できます。
これらの情報を使用することで、それらの分野の改善にあたって何が必要であるかを判断できます。

将来的な環境
次に、近い将来あるいは遠い将来の会社の姿を想定し、そのニーズを検討します。具体的には、たとえば次のような
点を考慮する必要があります。
• 企業が成長率、または将来的に合併買収の可能性
• アプリやユーザの追加予定、ユーザの使用量の変化
• ブランチオフィスからクラウドアプリへのアクセスの可能性
• 今後必要になる容量と可用性
• クラウドへの移行に関する見込みと戦略。ハイブリッドクラウドまたはマルチクラウドなどの戦略
以上の点を考慮した上で、現在のリモートアクセスサービスが自社のデジタル化のニーズを満たしているかを検討
してください。要件を満たしていない場合には、ZTNA サービスを検討する必要があります。
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ZTNAの主なユースケース

マルチクラウドアクセス

VPNに代わる選択肢

ZTNA
サードパーティアクセス

迅速なIT統合で合併・買収を
短時間で完了

ZTNA への移行
IT が変化を遂げた今、アプリケーション接続の提供方法も合わせて変える必要があります。プライベートアプリ
ケーションアクセスは、ネットワーク中心のセキュリティから脱却し、ユーザ中心、アプリ中心のアプローチへと
移行する必要があります。それを実現する 1 つの方法が、ゼロトラストネットワークアクセスです。
ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）と VPN に代わる現実的なオプションの詳細を今すぐご確認ください。
ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）に関するガートナーのマーケットガイドを参照してください。

ZscalerTM について
Zscaler 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。
www.zscaler.jp で詳細をご確認いただくか、Twitter（@zscaler）をフォローしてください。
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