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クラウドコンピューティングは、 IT ソリューションの利用・展開方法を一変させました。
コンピュートパワーは、インフラの共有を主軸とするユーティリティモデルへと急速に進化し
ています。また、クラウド革命を支えるこの共有インフラは、データセンターにおける
テクノロジーの設計と配備のあり方を根本から変化させています。サーバー、ストレージ、
ネットワーク、またデータセンターそのものまでが、物理的制約を超え、物理的なハード
ウェア上に存在する仮想サービスへと移行しています。このような新たな仮想共有インフラ
モデルに伴い、新たなリスクが生まれています。

Flexera 2021 State of the Cloud Report (Flexera 社のクラウドの状況に関する
2021年版レポート)によると、92%の企業がすでにマルチクラウド戦略を、80%はハイ
ブリッドクラウド戦略を取り入れています。また、同レポートによると、61%の組織が2021
年中にクラウドコストの最適化を予定しており、この取り組みは5年連続で最優先事項に選
ばれています。データセンター、ハイブリッドクラウド、マルチクラウドの複数の導入ポイント
に渡って設置されているアプリケーションに対応する必要があるため、脅威の環境は拡大し
続けています。ネットワークセキュリティ管理者を駆り立てているのは、もはやネットワーク
の境界を侵害する従来のハッカーではありません。現在では、ネットワーク内部のシステム間
（east-west）のトラフィックが、企業のデータフローの大部分を占めているのです。
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ハイブリッドクラウド環境では、企業のシステムとアプリケーションを外部のデータソースや顧客環境と連携させるものです。プライベート
クラウドデプロイメントは、社内外のユーザーに新機能を提供するアプリケーション開発者向けに、コンピュートパワーをサービスとして
提供しています。データセンターにおけるネットワーク設計のパラダイムは、よりフラット化が進みました。これらの状況の結果、ひとたび
侵入した脅威が、数日から数週間にわたり、ネットワーク内に潜伏、または休眠状態となって、企業に大打撃を与える被害を起こしたり、機密
データを盗んだりする絶好の機会を待ち続けることになるのです。このような脅威が、クラウドセキュリティ担当者の頭を大いに悩ませる
ことになっています。

本書では、このような問題への対処法を模索している方に向け、クラウドセキュリティソリューションを選ぶ際の重要な検討事項をご紹介
します。まずは、侵害を防ぐことを考えるだけでなく、侵害はされているものと想定してください。そのうえで、クラウドソリューションの機能
を利用し、持続的なレジリエンスと保護を確保するのです。

パブリッククラウドのセキュリティ

パブリッククラウドのセキュリティは、セキュリティ分野で最も注目されているテーマの1つです。ビジネスリーダーやユーザーが、未知の
第三者とシステムや帯域を共有することに対して自然と抱えていた不安を払拭できたのは、ごく最近の話です。つい最近までは、クラウド
のセキュリティに対する不安から、多くの人がパブリッククラウドという選択肢を採用することをためらっていたわけです。パブリック
クラウドのセキュリティ対策を確固たるものにするために、2つの重要な要素に取り組む必要があります。その2つの要素とは「セキュリ
ティの責任共有モデル」と「プロバイダーの統合」です。

セキュリティの責任共有モデル：セキュリティ部門がクラウドのセキュリティを確保する際は、セキュリティの責任共有モデルを取り入れる
必要があるだけでなく、企業が導入するソリューションにも、このモデルに沿ってセキュリティ機能を展開できる柔軟性が備わっている必要
があります。セキュリティの責任共有モデルは、2つの主要コンポーネントから構成されます。１つめは、クラウドプロバイダー側が責任を
持つデータセンターのすべてのコンポーネントを含む「クラウド自体の」セキュリティ、もう一つはクラウド利用者側が責任を持つクラウド
上のデータやアプリケーションなどを保護する「クラウド内の」セキュリティです。クラウド利用者側のソリューションでは、データとアプリ
ケーション、OS、アクセスとID管理、暗号化、ネットワークトラフィックなどのコンポーネントに対応する必要があります。プロバイダー側は、
そのソリューションにクラウドプロバイダーのセキュリティフレームワークを統合し、コンピュートパワー、ストレージ、ネットワークを保護す
るとともに、クラウド内とクラウド自体の両方の状況を可視化し、ソリューションのすべての側面を管理するための共通のダッシュボードを
提供する必要があります。
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クラウドネイティブな統合： パブリッククラウドクラウドのセキュリティを確保するためには、
責任範囲を定義し、セキュリティギャップをなくす以外に、ソリューションがパブリッククラウド
プロバイダーと密接に統合されていることも必要になります。パブリッククラウドのセキュリ
ティでは、アプライアンスベースのソリューションやホストベースのエージェントを展開する
旧来のパラダイムに倣うことはできません。そのようなソリューションでは、すべてのノード
に渡ってエンドツーエンドを完全に可視化することはできず、一般的にはクラウドソリューショ
ンに必要な伸縮性を伴うスケーリングに対応できません。例えば、Amazon Web Services
（AWS）のユーザーは、基本的なセグメンテーションを管理する「セキュリティグループ」の
概念に精通していると思いますが、そのAWSでさえ、サードパーティのセキュリティを取り入
れ、アプリケーションの制御、アンチウイルス、Webフィルタリング、データ漏洩防止（DLP）、
脅威調査などの機能を追加することを推奨しています。パブリッククラウド環境では、クラウ
ドのリソースがダイナミックに拡張されても高い可用性とパフォーマンスを維持できるよ
うに、テンプレートアプローチに基づき、クラウドと共にセキュリティソリューションも自動ス
ケーリングできなければなりません。例えば、Microsoft Azure ユーザーであれば、すべて
のセキュリティ機能を完全活用するために、セキュリティソリューションはMicrosoft Azure 
Resource Manager のAPI（アプリケーションプログラミングインターフェース）にプラグ・
アンド・プレイで接続する必要があります。

プライベートクラウドのセキュリティ

プライベートクラウドの基盤は仮想化です。実際、仮想化はあらゆる形態のクラウドコン
ピューティングを可能にするビルディングブロックとして機能しています。仮想化によって、よ
りソフトウェアに重点を置いたコンピューティング環境を構築することが可能になりました。
クラウドセキュリティソリューションを選ぶ際は、このようなソフトウェア中心のアプローチへ
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の変化を考慮しなければなりません。

ソフトウェア定義のセキュリティ：SDN（Software-Defined Networking；ソフトウェア定義ネットワーク）の成長に伴い、クラウドと同様に、
ネットワークリソースも専用ハードウェアの物理的な制約に縛られることがなくなりました。ネットワークリソースはデータセンターのサービ
スとして運用されるため、さまざまな物理的コンポーネントや場所をまたいでいる可能性があります。クラウドセキュリティソリューションを
設計する際は、リソースを保護するためにハードウェア限定のアプライアンスベースのアプローチを導入する必要がないということを考慮し
なければいけません。セキュリティ機能は、ダイナミックな設定やプロビジョニングが可能な「サービス」でなければならないのです。

アプリケーション中心のセキュリティ： すべてのアプリケーションがそっくり同じに作られているわけではありません。プライベートクラウ
ド上では、多くのアプリケーションが同じ物理インフラを共有していますが、同じリスクプロファイルを満たしているわけではないのです。つ
まり、アプリケーションのセグメンテーションが重要であり、セキュリティソリューションはアプリケーションに適応していなければなりません。
データセンターの統合が進んでいるなか、クラウドベースのセキュリティソリューションは、データやアプリケーションを分離できなければな
りません。ソフトウェア定義の環境ではeast-westトラフィックが増えているため、特定のタイプのトラフィックをセグメント化するマイクロ
セグメンテーション機能も不可欠です。

ハイブリッドクラウドのセキュリティ 

ハイブリッドクラウド環境のセキュリティでは、最適なセキュリティソリューションを判断する上で、おそらく最も難しい問題について検討しな
ければなりません。リソースが、自社で管理するアセットと、パブリッククラウドインフラと特定のSaaSやデータリソースの双方にまたがって
いる場合、セキュリティ部門がエンドツーエンドの全体像を把握できる可視性を確保することが極めて重要です。ハイブリッドクラウド向けセ
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、外部接続の保護が最も重要な要素となります。

管理コンソールの一元化： リソースが物理領域と仮想領域に分散されているため、セキュリティ担当者は従来のような複数のダッシュボー
ドを行き来して可視性を確保する方法や、また脅威インテリジェンスを導くための一元的なアナリティクスがない状態で、適切なセキュリ
ティオペレーションを運用することが不可能になっています。つまり、管理インタフェースが分離しているポイントソリューションではもはや
不十分なのです。クラウド上で稼働しているすべてのシステムを一元化された管理コンソール上に可視化し、統合管理できるクラウドセキュ
リティソリューションが必要になります。このような一元管理のアプローチでは、ネットワーク全域のデータフローを追跡し、その情報を関連
付けし、実用できるようにしなければなりません。また、脅威インテリジェンスを一元的に統合し、ネットワーク内だけでなく、外の環境で発生
しているイベントにも基づいた意思決定をサポートする必要があります。

セグメンテーション： 社内リソースが一般またはサードパーティに公開されているネットワークに置かれている場合、クラウド環境内に広が
るシステムとトラフィックをセグメント化することが極めて重要になります。このような永続的な外部接続と一時的なデータ移行が混在する
環境では、ハイブリッド環境と直接関係のない事業部門や重要なアプリケーションをセグメント化し、侵害が発生した際の影響を最小限に抑
える必要があります。
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セキュアな接続：ハイブリッドクラウド環境向けのセキュリティソリューションは、必要に応じて
リソースへの一時的かつ安全なアクセスを提供すると同時に、他のネットワーク部分は保護
するなど、堅牢な仮想プライベートネットワーク（VPN）機能に対応できるものでなければ
なりません。拠点間のデータ移行、外部からの大規模なデータセットの読み込み、サードパー
ティのクラウドベースのアナリティクスサービスの利用などは、外部ネットワークとの慎重な
接続が必要になるアクションであり、いずれも固有のリスクが伴います。したがって、セキュリ
ティソリューションにはこれらのネットワーク接続に伴う固有のリスクプロファイルに基づき、
それぞれに適切な保護を提供する機能が必要なのです。

クラウドのパラダイムに適合したセキュリティ

クラウドセキュリティソリューションは、パブリック、プライベート、ハイブリッドなど、各種クラ
ウド環境を保護するだけでなく、急速な変化に対応できる伸縮性と適応性の高いリソースと
してのクラウドの特性に合わせて運用できるものでなければなりません。そのためには、ク
ラウドセキュリティソリューションはクラウドの4つの主要な側面に対応している必要があり
ます。つまり、「拡張性」、「一貫性」、「セグメント化」、そして「適応性」です。

拡張性： クラウドはダイナミックな環境であり、多くのユーザーにとって、ソリューションをク
ラウドに移行する最たる理由はその拡張性にあるため、セキュリティソリューションも、クラ
ウドワークロードの拡張性と伸縮性に適合した設計になっている必要があります。静的なソ
リューションや自動化されていないソリューションでは、新たに要件を拡張や調整する際に介
入が必要になり、セキュリティが原因でクラウドソリューションの価値を最大限まで発揮させ
ることができなくなります。クラウドセキュリティソリューションを選ぶ際は、自動化がソリュー
ションの中核であることを確認する必要があります。また、ユーザーの増加や帯域幅の拡大
に対応するため、クラウド環境のネットワークに新たなデバイスを追加した際に、そのデバイ
スが自動的に設定されるように、リスクとアクセスに関するポリシーを事前に定義しておく必
要があります。「クラウド環境の伸縮するダイナミックな成長に合わせてソリューションをスケーリングが可能か？」、これが拡張性の条件となり
ます。

一貫性：脅威は、適切なタイミングと機会を見つけて侵入します。多くの場合、それはポリシーやポリシーの施行上の矛盾をついたネットワー
クへの侵入であることを意味します。クラウドによって、一貫性を求めるニーズがさらに深まりました。その理由は、クラウドでは外部リソース
への一時接続や反復接続、また需要に基づくリソースのダイナミックな拡大と縮小など、新たに考慮しなければならない、常に変化している
要素が増えるためです。ポリシーやポリシーの施行、またその自動化は、静的リソースまたはダイナミックなリソースの双方に対して一貫した
方法で適用されなければなりません。共通のリスクプロファイルに分類されたワークロードやシステムは、自社のデータセンターまたはサー
ビスを受けているプロバイダーを問わず、ネットワークに出入りする際には同じように扱う必要があるのです。つまり、一貫性の条件とは、「ク
ラウド全域でポリシーの施行、可視化、保護の一貫性が維持されているか？」ということです。

セグメント化： ビジネスリスクを最小化する場合であれ、規制要件へ準拠する場合であれ、クラウドはセキュリティプロトコルに新たな要素
を導入しています。システム、ワークロード、また特定のネットワークコンポーネントすらもセグメント化する機能は、ビジネスリスクを管理
する上で極めて重要です。また、クラウドには、コンプライアンスに関する新たなリスクも生じています。データがネットワークを横断し、パブ
リッククラウド経由でネットワーク外に移動する場合、特定のトラフィック、アプリケーション、データタイプを確実に監視・制御するためには、
強固なデータコンプライアンスを適用しなければなりません。つまり、クラウドソリューションの適切なセグメンテーションとは、クラウドのセ
グメント間のトラフィックを継続的に検査することで、データの漏洩を防ぎ、リスクとポリシーに基づいてデータがルーティングされている
ことを確認する機能でもあります。セグメント化の条件とは、「固有のリスクプロファイルに基づいて、重要なシステム、ワークロード、アプリ
ケーションがセグメント化されているか？」ということです。

適応性： デジタルイノベーションとは、クラウドトランスフォーメーションです。あらゆるトランスフォーメーションジャーニーと同様に、状況は
変化します。そのため、クラウドセキュリティもそのような変化に適応できるものでなければなりません。適応性があれば、アプリケーション
を保護するための制約について懸念する必要はなく、クラウド、データセンター、ハイブリッド、マルチクラウド、SaaSなど、企業はニーズに
合わせて適切なプラットフォームやクラウドインフラを自由に選択することができます。すなわち、適応性の条件とは「クラウドセキュリティ
ソリューションは、アプリケーションとそのデータをあらゆるクラウドに適応させることが可能か？」、また、「複雑な作業を伴ったり、セキュリ
ティの低下を招いたりすることなく、クラウド戦略を変更し、その変更を容易に保護できる柔軟性があるのか？」ということなのです。

要があります。「クラウド環境の伸縮するダイナミックな成長に合わせてソリューションをスケーリングが可能か？」、これが拡張性の条件となり
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お問い合わせ

結論 

クラウドコンピューティングにより、IT 専門家やセキュリティ専門家のパラダイムが変わり
ました。ネットワークの境界が明確に定義され、ファイアウォールの内側に入り込もうとす
る外部の脅威からの保護にのみ集中すればよかった時代は終わりを迎えたのです。インフ
ラを共有しており、セキュリティの責任共有モデルに従う必要のある「パブリッククラウド」、
east-westトラフィックや仮想化サービスから固有のリスクがもたらされるため、ソフトウェ
ア定義のセキュリティアプローチを必要とする「プライベートクラウド」、そして重要な内部
リソースと外部の接続やデータソースの統合が必要になるため、ネットワーク上のリソース
をセグメント化する必要性が高まっている「ハイブリッドクラウド」など、クラウドセキュリティ
ソリューションは、各クラウドコンピューティング形態の固有の要件に対応できるものでなけ
ればなりません。

同時に、クラウドの拡張性に対応し、社内外のセグメント化されたすべてのリソースに一貫性
のあるポリシーを適用し、施行できるソリューションである必要があります。このような機能
とアプローチを取り入れたソリューションによって、クラウドセキュリティ上の課題を克服し
ながら、クラウドのメリットを享受し、クラウド活用におけるビジネスリスクを最小限に抑える
ことができるのです。

Cloud security solutions must Cloud security solutions must 
address the unique requirements 
of each variant of cloud computing

クラウドセキュリティソリューションは、
各クラウドコンピューティング形態の
固有の要件に対応できるもので

なければならない


