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職場環境

コンピュータシステム
への安全なネットワー
クアクセスの維持
(VPN、 MFA)

チャットツールに
よるソーシャルエ
ンジニアリングに
は警戒が必要

企業ネットワー
クで

個⼈デバイスを
使⽤しない

消費者技術と企業アセットを
組み合わせる
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バーチャル研修とサポート

社員にセキュリティ意識向上
研修の受講を義務づける

新規採⽤時

および

年に⼀度の受講

顧客の情報とデータの保護を図る

その他の研修例:
Cloud Audit Academy

リスク管理

データの分類と取り扱い

アクセスレビュー

ソーシャルエンジニアリングからの

短期的なセキュリティ学習
(毎⽇、毎週)
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在宅勤務に特有の脆弱性

ソーシャル
エンジニアリングの

リスク増加
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従来のネットワーク制御や
ネットワーク境界に

全⾯的または根本的に依存しない
デジタルアセットに関する

セキュリティコントーロールの提に
焦点を当てた

⼀連のメカニズム

ゼロトラスト
セキュリティ⽂化とイノベーション



ゼロトラスト

ネットワークベースの
トラストモデルは「ID ベース」の
制御によって補強または置換される

セキュリティ⽂化とイノベーション

A set of mechanisms that focus 

depend on traditional network 
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原則 1

ゼロトラストの主張では
ネットワーク的なロケー

ションへの依存を⼩さくす
べきと⾔われているが、

ネットワーク制御とネット
ワーク境界の役割は

セキュリティアーキテク
チャ全体にとって今後も重

要である

最適なセキュリティは、
ID ベース境界とネット

ワークベースの境界の⼆者
択⼀によってもたらさせる
のではなく、両⽅を相互に
組み合わせた効果的な活⽤

によって達成される
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まざまなコンテクス
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原則 2

ゼロトラストは、さ
まざまなコンテクス
トに基づいてさまざ
まな議論になる

解決しようとしている具体的
な問題に注⼒することを考え

る

⽬標例
労働⼒の流動性を確保する

ブラウザとインターネットを使⽤
してビジネスシステムとビジネス
アプリケーションにアクセスする

新しいクラウドベースのアプリ
ケーション内にマイクロサービス
アーキテクチャを構築する

ゼロトラスト
セキュリティ⽂化とイノベーション
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ゼロトラスト主義により、
特にクリティカルなワー
クロードにおいて、セ

キュリティの基準を⽬に
⾒えるほど引き上げるこ

とができる

ゼロトラストの概念は、
保護対象のシステムと

データの組織における価値に
応じて適⽤する必要がある

ただし、全⾯的に忠実に適⽤す
ると、システムのグレードアッ
プ時や刷新時に従来のテクノロ
ジーの採⽤が制限され、労⼒に
⾒合ったメリットが得られない
組織に過度の負担をかけること
でイノベーションを阻害する可

能性がある
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AWS の例

何百万ものカスタマーが、
AWS コンソールを使⽤して

毎⽇ AWS とやり取りしたり、
多様なパブリックネットワークお
よびプライベートネットワーク上

で AWS API をセキュアに
呼び出しています
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AWS の例

AWS サービスは、サービス機能の
運⽤および提供のために相互に呼
び出しており、その呼び出しメカ
ニズムは顧客が使⽤するメカニズ
ムと同じです。この動作中はサー
ビスリンクされたロールの形で確

認できます

with AWS every day using the 
AWS Console or securely calling 
AWS APIs over a diverse set of 
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AWS の例

AWS IoT - IoT デバイスを
サービスエンドポイントに接続する際には、

TLS と 最新のクライアント認証 (証明書
ベースの相互 TLS など) を常に要求します

AWS services call each other to 

the same mechanisms that you 
use as a customer. You can see 

the need to talk to one another, 

ゼロトラスト
セキュリティ⽂化とイノベーション



セキュリティ⽂化とイノベーション

2つのコンポーネントが
相互に通信する必要がない場合、
これらのシステムが同じネット

ワークやネットワークセグメント
内に存在したとしても、

コンポーネント同⼠が通信できな
いようにすべき

AWS サービスを使⽤して
ゼロトラストを確⽴する

modern client authentication, including 



複数のセキュリティグループが
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される
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かいルールを作
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VPC Privatelink は、
マイクロペリメー

ターとマイクロセグ
メンテーションの間
のビルディングブ
ロックになり得る

ネットワーク接続は、
IDベースの制御を含む
2つのVPC間の不要な

ポートを閉じた⼀⽅向の
ゲートウェイになる
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Amazon API Gateway を
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API Gateway は、
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Amazon API Gateway 
を使⽤して「セキュリ
ティ強化したインター
フェイス」を構築する

API Gateway は、オプショ
ンの認証・承認戦略として、
DDoS 保護およびレート制
限に加え、署名バージョン

4 のサポートも提供

API Gateway を介したAPIの
処理は真のゼロトラストであり、
API ⾃体は、ID ベースの制御
(相互 TLS) を使⽤することに
より、API Gateway (および
他の顧客が選択したクライアン
ト) 以外の呼び出しから保護さ

れます

セキュリティ⽂化とイノベーション

AWS サービスを使⽤して
ゼロトラストを確⽴する
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ユーザーのフェデレーション

Minimize External Patch

現在の考慮すべき 3 つの事項

ゴールは認証情報の「⻑期間使⽤」
を可能な限りゼロに近づけること
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Minimize External Patch

パートナーソ
リューション 最⼩限の権限で

IAM ロールを使⽤
する
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Minimize External Patch

パートナーソ
リューション

最⼩限の権限で
IAM ロールを使⽤

する
予期しない
使⽤の監視

ユーザーのフェデレーション
現在の考慮すべき 3 つの事項
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現在の考慮すべき 3 つの事項

外部暴露の最⼩化

ポートを開くの
は外部に向けた
アプリケーショ
ンに対してのみ

とする

意図的なバ
ケットポリ

シー

Firewall Manager
の使⽤
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現在の考慮すべき 3 つの事項



パッチ適⽤
現在の考慮すべき 3 つの事項

確実に
アプリケーションと

オペレーティングシステム
を最新の状態に保つ
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覚えておくべき重要ポイント

企業システムへのア
クセスの安全を常に

確保する

在宅勤務には新たな脅威
がなくても、追加のト

レーニングと教育が必須

ネットワークと ID 検
証のバランスをとる

ツールとしてゼロトラ
ストを活⽤する

フェデレー
ションの活⽤、
外部暴露の

最⼩化、パッ
チ適⽤

Thank You!



ありがとうございました




