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エグゼクティブ サマリー 

デジタル トランスフォーメーションは一時の流行りに過ぎないと考える人も多くいるでしょう。しかし実際は、この動きによ
って経済が大きく変化しており、イノベーションや組織開発のサイクルにも影響を与えています。企業の願いは、価値ある
存在であり続けることです。製品やサービスを市場投入する際はその開発期間を短縮し、アジャイルかつ適切なタイミング
で自らを変革できる組織でありたいと考えています。

クラウド コンピューティングの急激な成長とモバイル デバイスの爆発的増加により、場所、デバイス、時間を問わず、常に
情報に触れていたいという強い気持ちがユーザーに芽生えました。

従来の考え方は、今日のビジネスにおいて障壁となります。企業は多くの協力会社と連携し、新たなビジネス モデルで市
場への参入を進めています。これにより描くべき未来の姿が変化していきます。今日、信頼は重要視され、前後関係や適応
力をも必要とします。以前のように白か黒か（ブロックするか許可するか）で得ることはできません。絶対的に信頼できるエ
ンティティなど存在せず、信頼を確立するためには、使用する各コンポーネントを評価し続ける必要があります。より体系的
な対策によりで安全な情報アクセスを確立する、これがまさに究極のゼロトラスト アプローチです。

レガシー テクノロジーによるエコシステムが崩壊しかけてい
る中、柔軟な思考が求められています。デジタル トランスフォ
ーメーションは一夜にして実現できるものではなく、自然に起
こるものでもありません。デジタル トランスフォーメーション
を支えるメカニズムとして、セキュリティやITが変化する必要
があります。透明性を確保し、情報アクセスの安全性を維持す
る方法を改めて考える必要があります。これこそが、ユーザー
に強いロイヤリティをと感じさせ、満足感を提供する唯一の
方法です。

ゼロトラストのコンセプトを正しく適用すれば、真の顧客満足
を引き出すことができます。

始めに

クラウド コンピューティングが急成長したことにより、企業で
ホスティングのパターンが確立され、市場への参入方法にも新しいアイデアが取り入れられました。それだけでなく、従来
のITチームが苦戦していた領域でも素早い対応が可能となっています。これまでの形態を「境界ベースのネットワーク アー
キテクチャ」と表すのであれば、現在はよりオープンで多様性に富んだ世界が広がっていると言えます。クラウドがビジネス
を強力に進めることのできるツールであることに間違いはありませんが、思いがけず脅威を拡大することにもなりました。
こうした「クラウドの進化」が続く中、ビジネス リスクの観点から信頼を評価する方法も変化しています。今日、信頼度は重
要視され、アクセスの前後関係を知ることなど必要とします。以前のように白か黒か（ブロックするか許可するか）で得るこ
とはできません。絶対的に信頼できるエンティティなど存在せず、信頼を確立するためには、使用する各コンポーネントを
評価し続ける必要があります。より体系的な対策で安全な情報アクセスを確立する、これがまさに目指すべきゼロトラスト 
アプローチです。

クラウド コンピューティングの急激な
成長とモバイル デバイスの爆発的増
加により、場所、デバイス、時間を問わ
ず、常に情報に触れていたいという強
い気持ちが芽生えました。
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ビジネス リーダーは、これまで以上にエンドユーザーのニーズに着目しています。一方、企業の多くはエンドポイントにお
けるアプローチを標準化することで成果を生み出そうとしています。結果、対応デバイスの種類が増え、運用面の管理が難
しいという状況が起きています。エンドポイントを維持・運用するというコンセプトを手放したケースも見られます。ユーザ
ーに種類を問わずエンドポイントをビジネス環境へ持ち込ませ、企業としては情報セキュリティ対策に集中しています。

結局のところ、デバイスの種類、時間や場所を問わず、企業はユーザーに新しい発想を生み出してほしい、生産性を高め安
心・安全に働いてほしいと、望んでいます。これを実現するためには、アーキテクチャにもビジネスにも、柔軟性をもたせな
ければなりません。ゼロトラストでは、ネットワークの場所、ユーザー、デバイスを問わずリソースへ安全にアクセスできる
こと、アクセス制御を厳格にすること、そしてネットワーク トラフィックを常に検査、監視、記録することに焦点を当てていま
す。

ゼロトラストでは、ネットワークに接続している間エンティティ
の動作をあらゆる側面から継続的に評価し、指定のパラメー
タおよびビジネスリスクの許容度に基づき柔軟なアクセス制
御を施しています。

目的および内容 

本ホワイトペーパーは、ゼロトラストのコンセプトを実現する
にあたり、主要コンポーネントおよび導入手順の理解を深め
ていただくことを目的として作成されております。

さらに、企業リソースへのアクセス、行動分析、監視について
解説しています。

対象となる方 

セキュリティやシステム、ネットワークの担当者のほか、企業のリソースや資産の構築、運用、保護において技術的側面から
責任を負うセキュリティ プログラム リーダーをはじめ幅広い分野の方々を対象としています。技術面に重点を置き、セキュ
リティやネットワーク、ITシステムについて基本的な知識を持っている方を読者として想定しています。

指針

指針とは、分かりやすくかつ堅固で、完全で単独のルールおよびガイドラインのことであり、明白な事柄を述べることを意
図するものではありません。組織のミッションに必要な情報の提供やミッション達成をサポートするためのものであり、永
続的なものとして策定されるため、滅多に修正されることもありません。指針は、企業における意思決定プロセスを支援す
るに内容を記載するものでもあります。

指針の概要の一部を紹介します。ゼロトラスト戦略を実現するにあたり、あらゆるアーキテクチャにおける検討事項を示す
ガイダンスです。

• 組織に所属する全員が、ビジネス コンテキストを理解していなければならない

• ビジネス（情報）資産について、重要性（通常、事業継続計画とそのビジネスプロセスによって決定）および秘匿性（通
常、企業の情報分類ポリシー、データおよびビジネスプロセスに必要な完全性における要件によって決定）の度合い
を定義する必要があります。

結局のところデバイスの種類、時間や
場所を問わず、企業はユーザーに新し
い発想を生み出してほしい、生産性を
高め安心・安全に働いてほしいと望ん
でいます。
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• エンティティ間に暗黙の信頼は存在しない

• ネットワークの至る所であらゆるエンティティの動作が継続的に検証・評価されなければなりません。

• 信頼は１か０かではなく、その間もある

• ビジネス コンテキストやリスクの許容度により、求められる信頼度は異なります。

• アクセスは企業の個別リソースのみで許可する

• ネットワークではなく、リソース（アプリケーションやサービスなど）のみにアクセスします。

• 「トラストゾーン」の使用を回避し、個々のセッションを活用します。

• ネットワークはみな同じであると想定する

• イントラネットとインターネットは、セキュリティの観点からは同等であるという考えを前提とします。

想定

以下のような条件が揃っているということを想定しています。

• 組織として必要な取り組みを進んで実行に移す準備がある

• リーダーによるサポート体制が整っている

• 必要なリソースを持っている、あるいは組織に割り当てる予定がある

• 活用できるテクノロジーを組織が持っている

ビジネス コンテキストの解析

ゼロトラストの指針を取り入れるということは、セキュリティ プログラムの構築にあたって全体的かつ戦略的なアプローチ
をとるということを意味します。特定のビジネス コンテキストに基づいて適用するポリシーを定め、戦略として推進してい
きます。ゼロトラストは、一時的な対策でもなければ製品でもありません。実現するには大まかなアプローチから開始し、ユ
ーザーのニーズやビジネス要件について理解を深め、ビジネスへの影響を見ながらポリシーを詳細に規定していくことに
なります。

「許可/ブロック」のコンセプトで制御するという従来の考え方は、もはや機能しなくなるでしょう。こうした考えを変えなけ
れば、組織は重大なリスクにさらされることになります。組織はリスクを想定することに努め、あらゆるリソースへのアクセ
スを評価する必要があります。そして、こうした評価はコンテキスト情報に大きく依存します。

セッションを張る際には、最終目的地となるリソースへ接続する前にそのコンテキストが評価される必要があります。 コン
テキストは次に示すコンポーネントから構成されます。

• データ

• アイデンティティ(ID)

• エンドポイント

• アプリケーション（リソース）

• ネットワーク

• 可視性および分析

• 自動化およびオーケストレーション
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継続的評価 

上記コンポーネントを継続的に評価することでコンテキスト情報を取得し、これが制御内容を決定するリスク許容度の算
出に使用されます。これによりリソースへのアクセスの前後において動的ポリシーによる制御を適用することができます。

データ

ビジネスは常に進化を続けていますが、データのライフサイクルに変化はありません。あらゆるビジネスにおいてデータ
は最も重要であり、それ相応の扱いが必要です。

データを分類するにあたり、組織は分類作業を困難、もしくは面倒なことだと感じることも少なくありません。しかし、「ビジ
ネス コンテキストを理解する」という指針はゼロトラストにおいて不可欠であり、これに則るためには以下のような手順を
踏む必要があります。

• データの理解

• 発見（データが存在する場所を特定）

• 分類（データの相対的価値を定義したあと、分析した上でコンテキスト情報を明確にし、それに準じて整理）

• 機密性（秘匿性から決定）、完全性（秘匿性から決定）、可用性（事業継続計画/ビジネスに不可欠なプロセスから決
定）に基づいてマッピング

 - 情報が不明あるいは不確定の場合は、カテゴリー（機密性、完全性、可用性）の評価を初期値に設定します。こうし
て細かく設定すれば最初のポリシー適用が可能となり、段階的に改善していくことができます。

• データの所有者および管理者を特定

• データの保護

• 検査（SSLの復号などによりすべてのデータを検査）

• ガバナンス（ルールやガイドラインを整備）

• 制御（技術的な制御設定を適用)

アイデンティティ

組織には多くのユーザーが存在しますが、ひとりとして同じユーザーはいません。ユーザー全員が、特定のリソースに対す
るアクセスレベルを必要としているため、関連する制御が正しく適用されなければなりません。管理とガバナンスを徹底し
たプロビジョニングから、IDが不要となった際のプロビジョニング解除まで、IDのライフサイクル管理に一貫して従うこと
が重要です。プロビジョニング解除においては適切なプロセスが定められていないことも多く、確実に行われているとはい
えない（不要なIDが、一部のアプリではそのまま使用できる、など）組織も存在します。

優れたIDガバナンスおよびアクセス管理プログラムによる主なメリットは、データの漏洩や破損を回避できるという点で
す。適切なユーザーが適切なタイミングで正しいデータに正当にアクセスすれば、業務や顧客に影響を与える可能性のあ
る漏洩や破損のリスクを最小限に抑えることができます。IDガバナンスおよびアクセス管理プログラムは、以下に示す内容
に対応する必要があります。

• アクセス管理

• ユーザー プロファイルのマッピング

• プロビジョニング、プロビジョニング解除、移行
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• 認証情報の評価

• 認証および認可

• シングルサインオン（SSO）および多要素認証（MFA）

• 特権的アクセス権

• ガバナンス

• アクセス ガバナンス

• リクエストおよび承認のプロセス

• 一致処理およびエラー処理

エンドポイント

企業で管理するデバイス「のみ」が必要とされる時代は終わりを迎えました。業務を遂行するにあたって多様なデバイスが
必要とされている今日では、BYOD（Bring Your Own Device）を認める企業が増えてきました。しかし、企業でデバイスを保
有する必要がなくなったというわけではありません。企業保有のデバイスであればそれぞれを識別できるほか、業務での
み使用され、ポリシーベースの制御が適用できるため、安全性を確保できます。企業が提供したデバイス以外からでも、リ
ソースへ安全にアクセスできる環境を用意する必要が出てきたということです。

いわゆる信頼の保証されていないデバイス、あるいは非管理(アンマネージド) デバイスの出現です。協力会社の社員から
のアクセスを許可しなければならない状況が増加し、その結果、前述のBYODに加え、信頼の保証されていないエンドポイ
ントからもアクセスが発生します。

ゼロトラスト アクセスのポリシーを定義する場合、組織は（信頼が保証されている、されていない/マネージド、アンマネー
ジドを問わず）エンドポイントを考慮する必要があります。このポリシーは汎用的なものではないため、ユーザーやビジネ
スにおけるコンテキストを理解しなければなりません。アンマネージド デバイスでも、マネージド デバイスと同じようにア
プリケーション（およびそれに伴うデータ）へのアクセスが許可されるという状況が出てくる場合もあります。これについて
はリスク スコアリングのセクションで詳しく記載しています。

アプリケーション

クラウドやSaaSアプリケーションの普及により、アプリケーションやサービス、そしてビジネスモデルや運用モデルにも変
化が起こりました。セキュリティにおいて不可欠な要素として、リソース（ここではアプリケーション）へのアクセスを最小限
に抑えることが挙げられます。ここで、ゼロトラストは非常に大きな力を発揮します。ユーザーはもはやネットワークに接続
する必要がありません。ゼロトラストでは、個々に切り離したセッションを使って特定のアプリケーションやサービスに接続
します。

企業がアプリケーションを契約する際は、以下の点を明確に理解する必要があります。

• アプリケーションの種類

• ホスティング モデル

• アプリケーションの機密性、完全性、可用性（アプリケーションがアクセスし、保存・処理を行うデータ、あるいはアプリケーシ
ョンがサポートするビジネスプロセスから決定）

• トランザクションのフロー - アップストリームおよびダウンストリーム

• 協力会社の社員からのアクセス要件

• アプリケーションにおけるリスク評価の結果
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ネットワーク

従来の境界が姿を消し、接続ポイントが点在していることで、セキュリティも各地に分散しています。複数（2つ以上）のポイ
ント間でどのようなやりとりが行われているのか、あるいはトランザクションのフローを把握することが重要です。ネットワ
ーク分離、および局地的にセグメントを分割するマイクロセグメンテーションは、脅威の横方向移動を最小限に抑える戦術
です。しかし、これによってリソースへのアクセスをより詳細に制御することも可能となります。

ネットワークを担当するチームは、パフォーマンスの監視や最適化を通じ、トポロジーやコンテンツ配信、サービス品質に
おける知識が豊富です。しかし、ゼロトラストではネットワーク アーキテクチャ内でより動的な変更が施されるため、これに
伴う調整が求められます。

エンドポイントやユーザーから社内ネットワークにアクセスする必要はありません。それでも、個々のサービスやアプリケー
ション、ワークロードへ直接アクセスすることができます（これこそが、攻撃対象となる部分領域を大幅に縮小することがで
きるゼロトラストの力です）。これに伴い、以下のコンセプトを適用することが重要です。

•  「デフォルト拒否」のセキュリティ体制を採用

•  「トラスト ゾーン」の回避

•  セッションの分離

•  マイクロセグメンテーション

可視性および分析

上述のコンポーネント間におけるトランザクションをコンテキストの詳細を織り込みながら可視化し、トランザクションの
相関関係を考慮した上で分析を行う機能が不可欠です。結果、構築したエコシステムの相互作用、クオリティ、パフォーマン
スについて理解が深まるため、詳細なポリシーを新たに強化・実現することができ、適切な制御へとつながっていきます。こ
こで使用する機能は、求める成果や目的と連携を図る必要があります。例えば、インシデント レスポンスチームが最も関わ
る脅威の検知および対応のスピードを強化する、脅威ハンティングやフォレンジック調査、コンプライアンス活動に焦点を
当てるなどです。 

成熟したゼロトラスト プログラムでは、以下を実行することが可能となります。

• あらゆるトラフィックの検査（ネットワークの監視のみに留まらず、DPI（ディープ パケット インスペクション）を実行）

• 複数の異なるソース間におけるデータの相関関係の提示（SIEM）

• 異常な行動の特定（UEBA）

• 環境全体の可視化 

自動化およびオーケストレーション

今日、多くの組織が抱える重要な課題として、質の高いリソースの可用性という点が挙げられます。セキュリティは最も影響
を受ける領域のひとつで、キャパシティに余裕がないとセキュリティも疎かになってしまいます。エコシステムの中で人間
がこうした複雑さに対応しようとしても、十分なスピードともスケールを実現できません。複雑さが増すにつれて、自動化の
必要性も増加します。

自動化やオーケストレーションを導入すれば、セキュリティ プログラムにおいて効率も効果も向上し、比類のない成果がも
たらされます。つまり、適切なタイミングで適切なプロセスが実行することができます。自動化により、特定の脅威を識別し
て解決するプロセスが加速するほか、精度の高さについても人間が行う場合の比になりません。
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リスク スコアリングおよびアクセス ポリシーの定義

アプリケーション、サービス、データなど、リソースへのアクセス権はポリシーによって定められ、管理されます。こうしたポ
リシーは、組織のリスク許容度に基づいたアクセス ルールを適用します。ポリシーの定義およびその結果適用される制御
については、前述の各コンポーネントを評価する一連の基準を用いて決定されます。

ワークフローのサンプルを以下に示します。

 
組織は２つのアプローチをとることができます。

• 想定される導入シナリオを属性ごとに評価し、アクセス レベルを有効化（あるいは制限）するルールを定義し、ルールを重
ねながら適用

• あらゆる属性の導入シナリオに重みを付けるリスク モデルを確立し、そのスコアの集計に基づいてアクセス ポリシーを定
義

アンマネージド デバイスを例にとり、1つ目のアプローチについて説明します。例えば、「アンマネージド デバイスは、機密
性の分類および完全性の評価が不十分なデータを処理、保存可能なアプリケーションのみにアクセスできる」と決めたと
します。これに加え、ユーザーのコンテキストがポリシー決定に影響しているとします。その場合、アンマネージド デバイス
からアクセスしたのが内部ユーザーだとすると、機密性の分類および完全性の評価が比較的十分にされているデータを処
理や保存するアプリケーションへアクセスすることはできるかもしれませんが、重要度の高いアプリケーションやデータに
はアクセスができない、ということになります。

各属性をどのような順番で考慮するかによってポリシーの定義が異なり、適用される制御設定も変わります。

以下に例を示しますが、組織の運営方式と対応させ、既存の基準や実務プロセスと連携を図るには、これらを自社で文書
化し評価する必要があります。

• ユーザー：正社員、契約社員、協力会社の社員

• データの機密性評価：極秘、機密、外部公開禁止、公開

• データの完全性評価：非常に高い、高い、普通、低い

• データの可用性評価：高可用性、0～4時間、4～24時間、24時間以上
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Netskopeのセキュリティ クラウドは、 クラウド サービス、Webサイト、そしてプライベート アプリにアクセスする際、ロケーションやデバイスに関わら
ず、比類ない可視性を提供し、データを脅威からリアルタイムで保護します。クラウドに対する理解とともに、データ中心のアプローチを取ることができ
るのはNetskopeだけです。保護とスピードのバランスを保ち、セキュリティチームに貢献し、デジタル トランスフォーメーションの実現をサポートしま
す。Netskopeとともに今必要なセキュリティを見直しませんか？

詳しくは https://www.netskope.com/jp をご覧ください。 

©2020 Netskope, Inc. 無断転用を禁止します。Netskopeは登録商標であり、Netskope Active、Netskope Cloud XD、Netskope Discovery、Cloud Confidence 
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• エンドポイント：マネージド、アンマネージド

• アプリケーション：最重要、重要、重要でない

継続的に評価するというコンセプトと紐づいているため、ユーザー セッションが実行されている間、こうしたコンポーネン
トは常に評価および検証されなくてはいけません。変化が認められた場合、セッションを終了する、再認証あるいは多要素
認証を行うといった対策を講じる必要があります。

例えば、あるセッションについて以前はマネージド デバイスから発生していたと考えられていたものの、現在はアンマネー
ジド デバイスから発生していると思われる場合です。また、ユーザーがアクセスしようとしているデータが、現在においては
は当初の評価より機密性が高いと判断されているといった状況も考えられます。

終わりに

現在のセキュリティ アーキテクチャの多くは、今となっては時代にそぐわないテクノロジー エコシステムに対応するために
開発されました。ビジネスを維持し、推し進めていくためには新たな方策が必要であり、そのためには考え方を刷新しなけ
ればなりません。セキュリティ アーキテクチャはビジネス リスクとそのコンテキストを明確に理解することに焦点を当て、
適応制御によって新たな課題に対処すると同時に、ユーザーやビジネスを速いスピードで前進させます。

セキュリティ、プライバシー、そしてユーザー エクスペリエンスの間で、適切なバランスを保つことが必要不可欠です。


