
ビジネス環境や働き方の変化に対応して

「ゼロトラスト」という言葉が、大きく注目されている。セキュリティに関する話だと認識されてはいても、ゼロトラストとはどのよう

なもので、なぜ注目され、何が実現できるのか理解している人は一握りかもしれない。IPA産業サイバーセキュリティセンター

（Industrial Cyber Security Center of Excellence: 以下、ICSCoE）サイバー技術研究室の専門委員を務める佐々木弘志氏に、

「ゼロトラストの本当の話」をうかがった。

セキュリティと利便性を高めるゼロトラストの考え方

　「コロナ以前の数年前から、2020年の東京オ

リンピックの際の交通量調整のため、リモートワ

ークを進めようという動きはありました。また、デ

ジタルトランスフォーメーションが注目され、オン

プレミスで構築されてきた情報システムやアプ

リケーションをSaaS（Software as a Service）

など外部サービスに置き換えていく動きが既に

ありました。2020年に新型コロナの感染拡大が

始まると、人との接触を避けるためにリモートで

業務を行うことや業務自動化などの要望が高ま

り、その結果、新しいセキュリティの考え方とし

て、ゼロトラストネットワークという考え方が注目

されるようになりました」と、佐々木氏は、ビジネ

スのあり方の変化に伴い変化したセキュリティの

あり方について説明する。

　滞りなくビジネスを行うためには、データとそ

のデータを取り扱うアプリケーションを守る必要

がある。これまではサーバなど社内にデータやア

プリケーションがあることが多く、ファイアウォール

などを置いて社内と社外のセキュリティレベルを

変え、社内をしっかりと守るという考え方だった。

しかし、リモートワークや業務自動化の要望が増

えていくと、社内にあったデータやアプリケーシ

ョンが社外に出ることになり、守るべき対象が分

散されてしまう。セキュリティの基本的な考え方

を変える必要があると佐々木氏は訴える。

　このような動きは企業だけに起きているので

はない。政府もデジタル・ガバメント実行計画を

推進し、クラウドの利用を進めようとしている。ク

ラウドを前提とした行政サービスのデジタル化に

より利用者の利便性を高める計画が進められて

いる。このように、ビジネスや政府の動きは大き

く変化しており、これまでの「ファイアウォールや

クローズドネットワークで守る」という考え方で

はセキュリティを保つことが難しい。根本的な考

え方を変えていく必要があるのだという。

　従来のセキュリティの考え方は、境界防御とも

呼ばれる。社内・社外を分けて考え、社外からのア

クセスは信頼せず、社内からのアクセスは信用す

るというものだ。佐々木氏はこの境界防御を「城

壁モデル」と例えて説明していく。「天守閣に殿

様（重要なデータ）がいて、お堀（ファイアウォー

ル）を置いてセグメント分離し、櫓に監視（SOC：

Security Operation Center）を置いて社内に

入ってこれないように監視するようなモデルが境

界防御です。一関、二関、三関というように、境界

を複数設けて天守閣にたどり着けないようにする

多層防御を行っている場合もあるでしょう」

　一方で、前述のようなリモートや自動化への要

望の高まりだけでなく、パブリッククラウドに業務

で使えるアプリケーションが増え、クラウドの信頼

性も高まり、コスト面でも改善が進む中で、クラウ

ドを活用する企業が増えてきている。また、SaaS

などのクラウドサービスを活用すれば、最新の機

能に自動的にアップデートされ、セキュリティに関

する対応も早く、管理の手間や運用コストが低減

されるというメリットも生まれる。「ビジネスの変

化によって、セキュリティのあり方そのものが変わ

ってきているということが大きなポイントですね。

クラウドを活用するようにビジネスが変化してき

たため、殿様は天守閣におらず、天守閣を守って

も仕方がない状況です。ゼロトラストネットワーク

の考え方では、端末から直接使いたいアプリケー

ションやリソースに1対1でアクセスすることにな

るため、社内も社外も信頼せず、必ず認証とチェ

ックを行って、端末・ユーザー・ロケーションなどの

さまざまな条件で審査していくことになります。ゼ

ロトラストという言葉は、誤解されることが多いの

ですが、信用ゼロということではなく、「社内にさ

えいれば信用される」という境界防御の対となる

言葉として使われています。大切なリソースにセ

キュアにアクセスできるようにしっかりと守ってい

くというのがゼロトラストなのです」（佐々木氏）

　ゼロトラストに対しては、2020年8月にNIST

（米国標準技術研究所）が「SP800-207: Zero

Trust Architecture（ZTA）」というガイドライ

ンを発行している。このガイドラインでは、「デー

タだけでなく、コンピューティングリソースなども

含めた企業のリソースにアクセスしようとするユ

ーザーや端末は、ポリシー決定ポイント（PDP）

および対応するポリシー実施ポイント（PEP）を

通じてのみ許可される」ことが定められている。

また、ゼロトラストアーキテクチャの基本要素とし
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て、「すべてのデータソースとコンピューティング

サービスをリソースとみなす」「アクセス元/先の

ネットワークロケーションに関わらず、すべての通

信をセキュアにする」「リソースへのアクセスはセ

ッションごとに許可する」「リソースへのアクセス

は、アクセス者の身元や使用しているアプリケー

ション種別、アクセス先の資産の状態、ふるまい、

環境的な属性を考慮に入れて動的なポリシーに

よって制御する」「企業はアクセス元の端末の完

全性やセキュリティ対策状況などをしっかりと監

視・評価を行う」「リソースへのアクセスを許可す

る前に、動的かつ厳格な認証を行う」「企業はア

クセス元の端末やアクセス要求の内容などに関

して、できる限りの情報を収集して、最適な動的

ポリシーの適用を行う」の7つが定義されている。

　佐々木氏は、ゼロトラストとは、「どのユーザー

もどの端末も信用しない」「すべてのアクセスを

均等に評価したうえで認証する」「評価・認証結

果に基づき、必要最低限のアクセスポリシーを

“動的”に付与する」「アクセス内容をしっかりと

監視する」「アクセスログをしっかりと取得し、必

要に応じて解析を行う」ことだと説明する。その

上で、「究極を言ってしまえば、これらの要件に

関連するセキュリティ対策であれば、なんでもゼ

ロトラストと呼べてしまいますね」と話す。ゼロト

ラストが注目され、その必要性に迫られているか

らこそ、安易にゼロトラストソリューションに飛び

つくのではなく、しっかりと考えてほしいというの

だ。「ICSCoEの中核人材育成プログラムでは、

企業から1年間社員を派遣いただき、産業サイ

バーセキュリティの教育を行っていますが、今年

の卒業プロジェクトのテーマの一つに『ゼロトラ

スト』が取り上げられました。そうすると、皆さん

最初はゼロトラストとは何かを一生懸命に調べ

始めるんです。しかし、我々がやりたいのは「ゼ

ロトラストを実現すること」ではなく、「ビジネス

環境の変化に対して適切なセキュリティ対策を

行うためのツールとしてゼロトラストソリューショ

ンを使うこと」なのです。その卒業プロジェクト

（※）でも、その成果を自社に持ち帰って使える

かどうかに注力しました。すなわち、ゼロトラストソ

リューションを選ぶときには、ベンダーの言いな

りになって機能が多いものを選ぶのではなく、導

入によってビジネス目標が実現できるかを判断

材料とする必要があります」（佐々木氏）

　さらに、佐々木氏は次のように話を続ける。

「いきなりすべてをゼロトラストにすることは難し

い。徐々に取り入れながら、最初は基本的に既存

システムとのハイブリッドになると思います。ハ

イブリッドで進めながら、ビジネスゴールに応じ

て使用するソリューションを変えていかなければ

なりません。何も考えずに進めていくと、本来の

ビジネス目標とは異なるソリューションに投資し

てしまい、その結果セキュリティも機能しないと

いうことも起こり得ます。これからゼロトラストに

挑戦していこうと考えている方は、判断する基

準をしっかりと作ってからソリューションを選ぶこ

とが非常に重要となってきます」

（※）参照：中核人材育成プログラム 卒業プロジェクト
https://www.ipa.go.jp/icscoe/program/core_human_resource/final_project.html

　「2019年にガートナーが定義したSASE

（Secure Access Service Edge）は、ゼロト

ラストを実現する1つの技術要素となっていま

す」と佐々木氏は、話を続ける。「SASEは、デバ

イスやユーザーの場所に依存しないネットワーク

セキュリティを提供する仕組みで、アクセススピ

しっかりとしたビジネスゴールを
判断材料として
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「ゼロトラスト」と名付けられた。
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ードやパフォーマンスを維持しながら、いつ・どこ

で・どのようにデータやデバイスが使われていた

としても、ユーザー・データ・デバイスを管理・保護

可能にし、セキュリティサービスによるコストおよ

び複雑さを軽減することが定義されています。

スムーズに拠点間や自宅と会社、クラウドとの通

信を行い、安全かつ高速なネットワークを構築し

てビジネスを高速化させ、接続性とセキュリティ

の両方のソリューションを組み合わせて考えて

いくのがSASEです」

　SASEの技術要素は、単一のベンダーのソリ

ューションではカバーできないくらい多岐にわた

り、SASEを実現するソリューションと謳ってい

ても、SASEの一部を提供するソリューションと

なっていると佐々木氏は説明する。たとえば、

Webサイトへのアクセスを安全に行うための

SWG（Secure Web Gateway）やRBI

（Remote Browser Isolation）、社内のデー

タセンターなどに対するアクセスを行うZTNA

（Zero Trust Network Access）やSDP

（Software-Defined Perimeter）、社内シス

テムへのアクセスで利用するWAAPaaS（Web 

API Protection as a Service）などがSASE

のセキュリティに関する技術要素となる。

　ゼロトラストソリューションと同様に、SASEを

実現しようとする場合にもしっかりと考える必要

があると佐々木氏は説明を続ける。「たとえば、

すべてプライベートクラウドでシステムを組んで

いる企業は、シャドウIT対策のためにCASB

（Cloud Access Security Broker）を導入し

ても効果が薄く、もっと安価にシャドウIT対策の

ソリューションを利用できるはずです。一方で、

今後パブリッククラウドの利用を加速させていく

と考えているのであれば、あらかじめ機能が豊富

なCASBを導入して、将来的にクラウドにつなげ

ていくことも考えられます。また、社内システム

が多く、今必要だからといってZTNAを導入して

も、将来的にパブリッククラウドに移行していく

ことがわかっているのであれば、その投資が最

後は無駄になってしまいます。SASEだから買う

のではなく、今後数年で自社がどのような方向に

進むのかを考えた上で、ソリューションを選んで

ゼロトラストは
コストではなく
ビジネスの可能性を拡げる
投資と考えるべき

SASEのセキュリティ技術要素は多岐にわたり、その接続先も社内システムからパブリッククラウド、Webサイトと異なり、

目的やビジネスゴールによってソリューションを選んでいく必要がある。
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いく必要があります。これからは、セキュリティ

のことだけを考えればよいのではなく、ビジネ

スゴールをしっかりと考えることが求められて

いくでしょう。経営層からSASEをやれとか、

ゼロトラストをやれと言われても、会社の方向

性に合わせてセキュリティプランを説明できる

ようにしなければならないと思います」

　「これまで、ゼロトラストとSASEを解説してき

ましたが、これらはOSよりも上のアプリケーショ

ンレイヤの話です。攻撃者は、OSよりも上だけ

を攻撃するわけではなく、ハードウェアに対する

攻撃も増えてきています。ゼロトラストは、境界

を設けずに、クラウドと端末がエンドツーエンド

でつながるところを守る必要がありますが、アク
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セスするためのノートPCなどの端末や、クラウド

上のサーバなどのハードウェアの保護も重要に

なってきます。ハードウェアレイヤでバックドアな

どを仕掛けられたり、ファームウェアを書き換え

られたりしても、OSやアプリケーションレイヤで

は見つけることが困難なので、何らかのセキュリ

ティ対策を取る必要が出てくると考えています」

（佐々木氏）

　2019年には、マルウェアの約10％がBIOSの

下のレイヤに対して攻撃を行っていたという調査

もある。BIOSの中の管理者権限が乗っ取られ、物

理メモリに書き込まれているさまざまな情報を盗

んでネットワークを使って外部に送られていても、

OSよりも上のレイヤからは検知することができな

い。「ビジネスで利用する端末は、セキュリティを

しっかりと考慮したハードウェアであることが重要

です。ZTNAはアプリケーションレイヤでエンドツ

ーエンドの保護を行いますが、ハードウェアレイ

ヤでもエンドツーエンドの保護を行ったほうがよ

り強固な保護を行えるようになり、リモートでもフ

ァームウェアの更新ができるような仕組みなども

必要です。攻撃を受けたときの対処できる仕組

みがハードウェアレベルで備えられていて、ハー

ドウェアメーカーがSDKなどで提供してくれてい

れば、セキュリティベンダーが活用できることに

なります。IoTなどが進み、デバイスツーデバイ

スで接続されることが増えてくると、ハードウェ

アレイヤでのセキュリティはより重要になってく

ると思います」と佐々木氏は、今後は端末などの

ハードウェアでどれだけセキュリティが担保され

るかが重要だと説明する。

　インテルでは、企業向けのPCに対してイン

テル® ハードウェア・シールドという内蔵セキュ

リティ機能を搭載することを2019年に発表

している。

　インテル® ハードウェア・シールドのセキュ

リティ機能の1つであるインテル® ランタイム

BIOSレジリエンスは、起動時にシステムに不可

欠なリソースをロックダウンさせ、マルウェアの

攻撃やメモリテーブルへの常駐をハードウェアで

防ぐものだ。また、同じくインテル® ハードウェア・

シールドのセキュリティ機能の1つであるインテ

ル® スレット・ディテクション・テクノロジー (イン

テル® TDT) で、ビジネス用のPCではあまり使

われていないGPUにオフロードすることでウイ

ルススキャンを高速化させたり、AIを活用してラ

ンサムウェアやクリプトマイニングを検知し、防

御することも進められている。

　「ビジネスで利用するPCには、買ってきた時

点で何かが埋め込まれてしまっているというリス

クも見逃せません。食品のトレーサビリティと同

じように、どこでどのように作られたのかを証明

書ベースでチェックするといったことが、今後必

要になっていくでしょう。実は、このようなサプラ

イチェーン攻撃は、アプリケーションレイヤでは

すでに起きていて、米国のサイバーセキュリティ

企業がハッキングされ、彼らの監視ツールのモジ

ュールにバックドアが仕掛けられ、大手企業や政

府機関が被害に遭う事件が2020年12月に発

生しています。監視ツールを導入した時点でバッ

クドアが入っていたら、どうしようもありません。

そこで、今米国ではソフトウェア部品表を作って

はどうかという議論が盛んになされているので

すが、いわばハードウェア部品表のようなものが

あれば、安心してPCを利用することができます

ね」と佐々木氏は話している。インテル® トラン

スペアレント・サプライ・チェーンは、このハードウ

ェア層のトレーサビリティ機能を提供するものと

して注目をされている。

　そして、最後に佐々木氏は、これからゼロトラ

ストに挑戦していこうとしている人に、次のよう

にエールを送った。「ゼロトラストは、実現すべき

ゴールではなく、あくまでツールです。データや

アプリケーションを活用して、業務効率や利便性

を向上し、いつでもどこでも働ける環境を提供す

るなどのビジネス上の実現したいことがよりセキ

ュアになれば、可能性はどんどん広がり、さまざ

まな会社と自由にコラボレーションすることも可

能になります。ゼロトラストを実現することで、働

き方も自由になり、よりよい人材を獲得できるチ

ャンスにもなると思います。ゼロトラストをコスト

だと考えずに、ビジネスの可能性を拡げる投資

だと考えていただければと思います」

インテルのインテル vPro® テクノロジーでは、ハードウェアレイヤでセキュリティを

守る仕組みが導入されており、端末とクラウドの1対1の通信を守るゼロトラストを

支えている。

Intel® vPro®プラットフォーム

盗難や改ざんに対するデータ保護の改善。

脅威検出の有効性の向上。

起動時に使用されるBIOSおよびファームウェア保護方法に対するOSの
可視性を提供します。

悪意のあるソフトウェアの注入を防ぐために、システムに不可欠なリソースを
ロックダウンする。

ハードウェアとファームウェアへの不正な変更を特定するのに役立ちます。

ファームウェアベースの攻撃の悪影響を軽減する。

Unified Extensible Firmware Interface（UEF）の保護と可視性により、
悪意のあるコードインジェクションの防止を支援します。

CISOチームが最優先のセキュリティ目標を達成することを支援

ハードウェアシールド

OSの下のデバイスへの永続的な帯域外接続を提供し、完全なキーボード、ビデオ、
およびマウス（KVM）機能を提供します。リモートサーバーに保存されている安全
な環境でより安全に起動する機能を備えています。

AMTによるリモートリカバリー

製造時点からシステムコンポーネントを追跡するように設計された証明書ベースの
ツールが含まれており、Trusted Computing Group Platform Certificate1.1
仕様に準拠した出力を持つ偽造PCコンポーネントを特定するのに役立ちます。

トランスペアレントサプライチェーン

http://www.intel.co.jp/

