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概要

現代の組織は、デジタルイノベーションを牽引し、ユーザーとの関係性を保ち、そしてビジネスを発展させるために、クラウドアプリ 
ケーションに大きく依存しています。クラウドイノベーションによって新たなアプリケーションやクラウドサービスが実現し、市場 
からの強い要望やユーザーの期待に応え、従業員の生産性を向上させるために必要なアジリティ、適応力、対応力が備わるため、 
絶えず変化している厳しいデジタル市場でも、組織が競争力を保つことができます。しかし、組織に求められるアジリティと適応力を
備えるには、アプリケーションがどこにあったとしても、そのすべてを一貫した方法で設定し、保護しなければなりません。

大勢の従業員がテレワークを行っている、この新しい時代において、IoT（モノのインターネット）や BYOD（私物端末の業務利用）
など、従業員が使うアプリケーションやデバイスが大量に増えたことでネットワークが拡大し、新たなネットワークエッジやクラウド 
エッジが大量に生まれ、攻撃対象領域が爆発的に増加しています。調査から、2025 年までに労働人口の 70% が月に 5 日以上 
リモートで働くようになることが予想されています 1。このようにテレワークへの移行が急速に進んでいることから、従来の LAN 

（ローカルエリアネットワーク）、WAN（ワイドエリアネットワーク）、データセンター内のエッジの増加に拍車がかかり、組織ネット
ワークの範囲が、各種ハイブリッドクラウド環境、新たなアジャイル性の高い WAN、SD-Branch、IoT ネットワークにも広がって 
います。実際、Flexera 社が 2021 年に発表したクラウド状況に関するレポート 「State of the Cloud」によると、企業の 92% が
マルチクラウド戦を、80% がハイブリッドクラウド戦略を策定しています 2。企業は平均して 2.2 社のパブリッククラウドと 2.2 社
のプライベートクラウドを使用しており、クラウドの普及は加速し続けています。 
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どこまでもアプリケーションに追従する
セキュリティの必要性

使用するアプリケーションのパフォーマンスを最大化するためには、ユーザーの場所に
近いエッジでアプリケーションを動かす必要があります。そのため現代の企業は、アプリ
ケーションへのアクセスが必要なユーザーやデバイスに地理的に最も近い場所にある 1 つ
以上の分散クラウド上で、データ処理のプログラムやアプリケーションを構築することが
多いです。また、市場では、ユーザーのニーズに応えて柔軟な利用モデルが急増しているため、
オンデマンドや SaaS（Software-as-a-Service）としてアプリケーションを利用すること
も容易になってきています。しかし、すべてのアプリケーションをクラウドに移行できるわ
けではありません。そのため、今後しばらくの間は、ほとんどの企業がハイブリッドまたは
マルチクラウドのソリューションを展開し、利用することになります。

そして今、IT 部門は、サイバー犯罪者がホームエンターテイメントシステム、ホームルーター、
IoT デバイスを狙う中、数千人もの従業員のモバイル化や、従業員の自宅を新たなリモート
オフィスとすることに対応しなければならなくなりました。すべての IoT デバイスが新たな
ネットワーク「エッジ」であり、防御が必要です。つまり、セキュリティ部門は、セキュ
リティの監視と対策をすべてのデバイスに拡大する方法を見出す必要があります。デジタル
イノベーションでは、アプリケーションだけでなく、そうしたアプリケーションやデータへ
の簡単かつ迅速なアクセスが極めて重要です。しかし、現状アプリケーションは驚くほど分
散化し、しかも変化しているのです。

アプリケーションの構築環境の
変化に、セキュリティも

追従することが求められている

メインフレーム

ワークステーション

データセンター

クラウド

ハイブリッド & マルチクラウド



5

アプリケーションの保護は流動的な取り組みですが、アダプティブクラウドセキュリティソリューションは、アプリケーションがどの
クラウドのどの場所に展開されようとも、そのアプリケーションに追従します。また、アダプティブクラウドセキュリティプラット
フォームなら、セキュリティレベルや運用効率が制限されることも、過度に複雑化することもなく、必要に応じてクラウド対応の
デジタルイノベーション戦略を追求し、シフトすることができます。このアプローチに不可欠な要素として、「幅広い」、「統合化」、

「自動化」を満たすサイバーセキュリティプラットフォームを実現することが高く推奨されます。

クラウドセキュリティはアプリケーションの
環境に適応する必要がある

セキュリティの責任共有モデル

メインフレーム

収
束
化

分
散
化

PC エッジ計算処理

責任範囲

設定

可視性

アクセス制御

データ分類

アプリケーションセキュリティ

ライブラリ／コンテナ

OS

プラットフォームセキュリティ

ネットワークセキュリティ

物理セキュリティ

Gartner社は、2022年までに企業で
生成されるデータの50%以上が、
データセンターまたはクラウドの外部で
生成または処理されるようになると
予想（現在は20%）

データセンター

マルチクラウド
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マルチクラウドモデルの課題
ハイブリッド環境とマルチクラウド環境

 
ハイブリッド環境では、重要なデータはオンプレミスに保持しながら、クラウドの良い部分は利用することができます。つまり、機
密性の高い資産は手元で管理しつつ、クラウドの拡張性とアジリティをフルに活用できるのです。ただし、組織のハイブリッド化や 
分散化が進むに伴い、セキュリティもすべての環境の全域に拡大しなければなりません。

ハイブリッドクラウド環境では、最適なセキュリティソリューションについて判断する上で最も難しい問題が発生する可能性が 
あります。自社で管理する資産とパブリッククラウドのインフラや SaaS 内の資産、または各種データリソースの間でリソースが 
振り分けられるため、セキュリティ部門が全体像を把握できるように環境を可視化することが何よりも重要になるのです。ハイ 
ブリッドクラウド環境のセキュリティソリューションでは、エンドツーエンドの管理、セグメンテーション、外部接続コンポーネント
のセキュリティが最も重要になります。

マルチクラウド環境では、一般的に各種ソリューションが十分に可視化されません。大抵は、さまざまなベンダーの管理ツールが 
相互連結されずに使われていることが原因です。このように可視性に欠ける場合、展開される各種セキュリティコンポーネント同士で 
参照または通信することができないため、多くのセキュリティ問題が発生し、組織は侵害や脆弱性の影響を受け、対応が遅れることに 
なりかねません。
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責任の共有

現状、クラウドエコシステム内の組織は、責任共有モデルを採用しています。セキュリティの責任共有モデルには、主にクラウド
自体のセキュリティとクラウド内のセキュリティという 2 つの要素があります。ストレージ、ネットワーク、サーバーといった 

「クラウド自体の」セキュリティはクラウドプロバイダーが提供しますが、パブリッククラウドに構築、展開、保存されるすべてを含む、 
「クラウド内の」セキュリティは、組織側の責任となります。問題は、クラウド環境ごとに、基準、要件、仕様が異なることです。 
マルチクラウド環境の保護を目指すセキュリティ部門は、セキュリティを適用するクラウドインスタンスごとに、これらの要件に 
対応するのではなく、各種クラウド環境内でも、クラウド間の領域でも、同様に責任共有モデルに基づくセキュリティを実現できる、 
柔軟なソリューションを展開する必要があります。

このモデルでは、ホスト OS や仮想化レイヤー、それらを動かす基盤などの物理的なセキュリティまで、各種コンポーネントの 
稼働、制御、管理はパブリックプロバイダーの責務となるため、組織の業務上の負担をある程度軽減させることができます。しかし、 
クラウド内の他のさまざまなレイヤーのセキュリティについては、一貫性のある方法で保護をマニュアル化する必要があり、その責任は 
やはり組織側が負っているのです。その結果、持続可能性や拡張性に欠け、クラウド環境によって異なるセキュリティが適用される 
こととなるため、このアプローチを進化させる必要があります。
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組織のハイブリッド化や分散化が
進むに伴い、セキュリティもすべての
環境に拡大しなければならない
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WebアプリケーションとAPIの保護

多くの企業は責任共有モデルを理解していないため、クラウド環境を適切に保護できていません。クラウドのシステムはパブリック 
クラウドプロバイダーが守りますが、先ほども述べた通り、クラウドに展開するアプリケーションとクラウドに保存するデータの保護は、
完全にクラウド利用者側の責任です。

特定の IP アドレスへのアクセスを制御することで保護できる社内のアプリケーションとは異なり、社外に公開する Web アプリ 
ケーションにはこのような「チョークポイント」として使えるポイントがありません。脅威を検知する際は、トラフィックが通過 
するポートではなく、アプリケーションのコンテンツやトラフィックの状況そのものを調査する必要があります。このような詳しい 
洞察を行うためには、Web アプリケーションのセキュリティポリシーを継続的に細かく調整する必要があります。IT リソースが限られ、 
アプリケーションを常時管理しなければならない状況の中、このような作業を手動で行い続けることはできません。最も効果的な 
成果を得るためには、セキュリティポリシーの調整を自動化することが必要になります。
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多くの企業は
共有責任モデルを理解して
いないため、クラウド環境を
適切に保護できていない
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社内全域を保護する

クラウド内のセキュリティを構築し、管理するにあたり、少なくとも以下の 5 つのセキュリティ領域に対処する必要があります。

1. 情報漏えい／侵害のリスク

2. コンプライアンス

3. リソース／スキル不足

4. 管理の複雑性

5. クラウドの構成ミス／設定ミスのリスク

このうち最も重要なリスクは、設定ミスを悪用するサイバー攻撃です。2020 年のクラウドセキュリティレポートによると、2021 年
に予想される最大の脅威は「設定ミス」であり、68% の企業がこれを最大の懸念事項に挙げています 3。各種ポイントソリューション
間でデータの可視化や管理が行われなければ、間違いなくリスクにさらされる危険は高まります。サイバー攻撃に成功されれば、業務
の中断や停止、重要なビジネスデータの喪失、企業のブランドに対する評価の低下など、企業全体に影響が及ぶかもしれません。
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解決策：すべてのクラウドに対応する統合型プラットフォーム

すべてのクラウド、クラウドネットワーク、アプリケーション、プラットフォームを保護することは、業界を問わず、すべての組織に
有益なセキュリティアーキテクチャのアプローチです。アダプティブクラウドセキュリティプラットフォームなら、このようなアプ 
ローチを実現し、オンプレミスのデータセンターだけでなく、プライベートクラウド、パブリッククラウド、マルチクラウド、ハイ 
ブリッドクラウドなど、あらゆるクラウド環境のワークロードとビジネスアプリケーションを保護することができます。このプラット
フォームは、使用するクラウドインフラにかかわらず、ポリシー管理を単一のコンソールに一元化し、セキュリティを総合的に可視化
するのです。

クラウドセキュリティプラットフォームを選ぶ際は、共通の OS と、シームレスな相互運用性、完全な可視性、リアルタイム通信、 
インフラ全域における粒度の高い自動制御を実現できる管理フレームワークを中心に、有機的に構築されるものをお探しください。 
拡大するサイバー攻撃に対して、幅広い攻撃対象を保護する豊富なエコシステムを伴う統合型サイバーセキュリティプラットフォーム 
なら、API（アプリケーションプログラミングインタフェース）やサードパーティーの製品を通じて広範にセキュリティを統合および 
実装し、AI（人工知能）と ML（機械学習）によって自動化に対応するほか、同一インタフェースで可視化することで、すべての 
ソリューションを一元管理することができます。
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広範な統合と簡単な実装

各種セキュリティソリューションを統合しなければ、競争力を高めるために必要な柔軟なネットワーク環境を手に入れることはでき 
ません。統合型セキュリティプラットフォームは、すべてのクラウドプラットフォームに加え、サードパーティーのアプリケーション
やソリューションともシームレスに連携し、設定、可視化、管理制御が簡素化されるものである必要があります。オープンAPIや統合
を通じて、まったく同じセキュリティソリューションをすべての環境に展開できる分散型セキュリティモデルに対応できることが 
求められます。

自動化

AIやMLを利用することで、攻撃サイクルの早い段階で異常な振る舞いや悪意のある振る舞いを検知し、防止することが可能になり 
ます。リーン型のIT部門では、複雑なクラウド環境内の各種コンポーネントを管理および保護するための時間とリソース、特にクラウ
ド分野のスキルが不足していることが少なくありません。Gartner社がインフラ運用のリーダーを対象に行った最近の調査では、回答者の
58%が、クラウドの採用と最適化という目標を達成するにあたり、最大の課題は「スキルとリソース不足」であると回答しています 4。 
組織はソリューションの自動化と統合をさらに進め、コストや業務上の負担を軽減させる必要があります。

可視性

ネットワーク各所に展開される各種セキュリティソリューションは、その展開場所にかかわらず、互いに通信および連携し、滞りなく
脅威検知と対応を行う統合されたシステムとして機能する必要があります。リソースが物理システムと仮想システムに分散されている
場合、一元的にリアルタイム分析を行い、脅威インテリジェンスを取得できなければ、セキュリティ担当者は各種ダッシュボードを 
まとめて状況を可視化させることも、セキュリティ業務を行うこともできません。クラウドセキュリティソリューションは、クラウド
とオンプレミスで稼働するすべてのシステムを一元管理し、状況を総合的に可視化できる必要があります。このような一元管理に 
よって、ネットワーク全域のデータの流れを適切かつ実践的な方法で追跡することが可能になるのです。
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各種セキュリティソリューションを
統合しなければ、競争力を
高めるために必要な
柔軟なネットワーク環境を
手に入れることはできない
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結論：クラウドセキュリティプラットフォームの強化・増強を

パブリッククラウドサービス向けの標準的なセキュリティツールでは、動的なハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境を十分に 
保護することはできません。設定ミスは避けられず、その結果生じるセキュリティ問題が、組織全体に損害を与える可能性があります。
このようなリスクは、ソフトウェア開発の初期段階には十分に可視化されず、実感できないかもしれませんが、リスクが顕在化する 
まで放置するわけにはいきません。クラウドネイティブなセキュリティとアダプティブクラウドセキュリティソリューションを統合 
すれば、セキュリティ管理上の負担は軽減しながら、クラウドセキュリティ上の問題を解消することが可能になります。理想的に
は、包括的なサイバーセキュリティプラットフォームと密接に統合されたクラウドセキュリティソリューションを採用し、ネットワー
ク、セキュリティ、クラウドオペレーションの簡素化をさらに進めることが推奨されます。アダプティブクラウドセキュリティソリュー 
ションは、広範にわたる高度なセキュリティ技術、シームレスに連携する機能、AI 主導の機能を通じて、幅広くセキュリティを統合し、
設定と実装を簡素化し、各種機能を自動化するほか、広大なエリアを可視化することで、企業のセキュリティプラットフォームを強化・
増強することができます。
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