
 
 

 
 

クラウドコンピューティングの 
セキュリティアーキテクチャ 

Security Architectures for Cloud Computing 

あらまし  

コンピューティングをクラウド化することで，利用者は利便性を手に入れることができ

た半面，安全性や信頼性への不安など，新たなセキュリティの問題に直面することにもなっ

た。この解決には，クラウドコンピューティングのためのセキュリティアーキテクチャを

サービス提供者が確立し提供することが必要になる。 
本稿ではまずクラウドコンピューティングに求められるセキュリティの要件について国

内外の動向を中心に紹介する。また，アクセスコントロール，認証とID管理，セキュリ

ティの可視化など，クラウドコンピューティングにとって特に重要となる各種のセキュリ

ティ要件を解決するための，富士通が考えるセキュリティアーキテクチャについて解説する。 

Abstract 

Cloud computing made things more convenient for computer users.  However, it also gave 
rise to new security problems such as fears about safety and reliability.  To solve this, 
service providers need to establish security architecture services for Cloud computing.  This 
paper firstly introduces domestic and international trends in the security requirements of 
Cloud computing.  In addition, it explains Fujitsu’s security architecture for Cloud 
computing that meets various security requirements such as access control, authentication 
and ID management, and security visualization. 
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ま え が き 

 クラウドコンピューティングは，従来のシステム

では実現できなかった，コンピューティングの柔軟

性，敏捷
しょう

性などを実現する新しい処理スキームであ

る。しかし，コンピューティングをクラウド化する

ことで，安全性や信頼性への不安など，利用者は新

たなセキュリティの問題に直面することにもなった。 
 本稿では，クラウドコンピューティングにおける

セキュリティ課題について概説し，それらの課題に

対する従来の取組みについて紹介する。さらに，富

士通がこれらの問題を解決するために提案するサー

ビス基盤のセキュリティアーキテクチャについて解

説する。 

クラウドセキュリティの課題 

 言うまでもなくクラウドコンピューティングの本

質は，コンピューティングのプロセスがいわゆるイ

ンターネットの「雲」の向こう側で処理されるため，

利用者がその詳細を意識しないことである。これは

利用者の利便性の観点から見れば大きな利点である

が，その反面，利用者の安心感の観点から見ると無

視できない問題点となる。一般に安心感や信頼感は

その対象がどうなっているか，どのように動いてい

るかなどを正確に認識することによって生まれるも

のと言える。これらをすべて隠ぺいしてしまうクラ

ウドコンピューティングにおいては，利用者はクラ

ウドサービスのプロバイダを信頼するかしないかの

二者択一しかできない。 
 現在の市場におけるクラウドコンピューティング

の問題意識も，かなりの比重がこのような安全性や

信頼性の問題に置かれている。例えば富士通が実施

したお客様のクラウドセキュリティの問題意識に関

する調査（図-1）においても，「セキュリティ」，

「安定稼働」，「サポート体制」といった安全性や信

頼性に関する項目が上位を占めている。ITシステ

ムが利用者から見えないクラウドコンピューティン

グだからこそ，情報が安全に保護され，サービスが

安定して提供されることに対するお客様の要望が強

いことが分かる。 
 とくにセキュリティに関しては，以下の課題が一

般に提起されている。 
（1） 同一データセンター内，場合によっては同じ

コンピュータ上で複数のお客様の情報が共存す

ることになるが，これらの情報の分離が確実に

行われているか。 
（2）データセンター内のオペレーションにおいて，

異なるお客様の情報を取り違えるなどして情報

の漏えいや毀
き

損を起こす心配はないか。 
（3） クラウドサービスプロバイダのシステム基盤

は広い範囲で共有されるが，その信頼性は問題

ないか。例えばウイルスなどの不正プログラム

の侵入により，そのサービスを利用しているす

べての環境に影響が出る心配はないか。 
（4） 複数のクラウドサービスを同時に利用し，そ

のサービス間で業務の連携が発生するような場

合に，サービスの信頼性を担保できるか。 

クラウドコンピューティングに求められるセキュリティ 

 前章で述べたようなクラウドセキュリティの課題

 

「富士通ジャーナル」お客様アンケート結果（2009年5月，複数回答）  

図-1 クラウドコンピューティング利用の気になる点 
Fig.1-Concerns about using Cloud computing. 
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に対して，クラウドサービスプロバイダはどのよう

に対応すればよいのか。これは，お客様に安心して

クラウドコンピューティングを利用していただくた

めに避けて通れない問題である。 
 クラウドコンピューティング普及で先行している

米国におけるCloud Security Alliance（略称CSA）(1)

の取組みは，この問題に対する解決の手がかりを提

供している。CSAは米国のクラウドコンピュー

ティング関係企業による非営利団体であり，2008年
10月より活動を開始している。この団体ではクラ

ウドコンピューティングに求められるセキュリティ

要件を整理し，“Security Guidance for Critical 
Area in Cloud Computing”というガイダンス文書

として公表している。2010年1月現在の2.1版では，

クリティカルな業務をクラウドコンピューティング

基盤で運用するために必要なセキュリティの配慮事

項について，以下の13の領域（Domain）に分けて

記述しており，クラウドコンピューティングを実装

する側，利用する側双方にとって参考となる。 
・Domain 1： Cloud Computing Architectural 

Framework（クラウドコンピュー

ティングのアーキテクチャフレーム

ワーク） 
・Domain 2： Governance and Enterprise Risk 

Management（ガバナンスとエン

タープライズリスクマネジメント） 
・Domain 3： Legal and Electronic Discovery（法

務と電子的証拠開示） 
・Domain 4： Compliance and Audit（コンプライ

アンスと監査） 
・Domain 5： Information Lifecycle Management

（情報のライフサイクル管理） 
・Domain 6： Portability and Interoperability

（移植性と相互運用性） 
・Domain 7： Traditional Security, Business 

Continuity，and Disaster Recovery
（一般的なセキュリティ，事業継続

および災害復旧） 
・Domain 8： Data Center Operations（データセ

ンターの運用） 
・Domain 9： Incident Response ， Notification ，

and Remediation（インシデントレ

スポンス，通知および回復） 

・Domain 10： Application Security（アプリケー

ションセキュリティ） 
・Domain 11： Encryption and Key Management

（暗号と鍵管理） 
・Domain 12： Identity and Access Management

（アイデンティティとアクセス管理） 
・Domain 13： Virtualization（仮想化） 
 また，欧州においてはEuropean Network and 
Information Security Agency（欧州ネットワーク情

報セキュリティ庁，略称ENISA）(2)が2009年11月に，

クラウドコンピューティング環境のセキュリティ評

価に関するレポート“ENISA Cloud Computing 
Security Risk Assessment”を公表しており，35
種類に及ぶクラウドコンピューティングのリスクに

ついてシナリオに基づき評価している。 
 さらに日本においてもこれらの先行調査研究に基

づき，クラウドコンピューティングの要件を整理す

る活動が総務省および経済産業省の主導で開始され

ている。 
 次章以降では，これらの要件からクラウドコン

ピューティングの特性上，とくに重要となる「アク

セスコントロール」，「認証とID管理」および「セ

キュリティ可視化」の各テーマについて，これを実

現するクラウドコンピューティングのセキュリティ

アーキテクチャの富士通の考え方を紹介する。 

アクセスコントロール 

 クラウドコンピューティングを実現するプラット

フォーム（基盤）の最大の特徴は，全面的な仮想化

である。システムの各層を仮想化することにより，

クラウドコンピューティングに必須となる構築と運

用の柔軟性を実現している。 
 富士通のクラウドサービス基盤である“Trusted- 
Service Platform”（略称TSP）では，ネットワーク，

オペレーティングシステム，データそれぞれのレイ

ヤにおいて，例えば経済産業省の「セキュアプラッ

トフォーム」プロジェクトなどで確立した最先端の

仮想化技術による論理的な環境の分離を確実に行っ

ており，物理的にコンピューティング環境を分離す

る場合と同等のセキュリティを実現している（図-2）。
とくに仮想化の中心となる仮想サーバのレイヤにお

いては，十分な信頼性を確保するために自社内でソ

フトウェアのソースコードレビューを行っている。 
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図-2 クラウドコンピューティングの環境の分離 

Fig.2-Isolation environment of Cloud computing. 
 

 また，クラウドコンピューティング環境へアクセ

スするクライアントの認証の強化，およびアクセス

状況の可視化などの機能と組み合わせることにより，

アクセスコントロールの不備や攻撃の企図などを防

止・検知し，より確実なセキュリティ対策を可能に

している。 

認証とID管理 

 利用者およびクライアントPCなどの利用者環境

を正しく認証することはアクセスコントロールをは

じめとするITセキュリティ機能の原点であり，と

くに外部環境との連携が多く，リスクも大きいクラ

ウドコンピューティング環境においては必須の技術

である。 
 富士通のクラウドコンピューティングにおいては，

一般的なIDおよびパスワードによる認証を強化す

るための，様々なオプションを提供する予定である。

例えばワンタイムパスワード認証では，専用カード

や携帯電話に表示される一時的なパスワードを，利

用者が認証情報としてWeb画面などに入力する仕組

みである。これにより，万一通信中にパスワードが

漏えいするようなことがあっても，そのパスワード

を再利用することができないため，認証の安全性を

格段に上げることができる。また，電子証明書など

を利用した機器認証技術を利用することにより，推

測や漏えいなどで比較的簡単に破られてしまうパス

ワード認証よりもはるかに安全な認証を行うことが

できる。 

 複数のシステムをクラウドコンピューティング上

で運用する場合は，その利用者情報の管理が大きな

課題となる。利用資格を失った利用者のIDが残っ

ている，いわゆるゴーストIDや，管理の不行き届

きから不適切な権限が与えられたIDはセキュリ

ティのみならず企業内の統制の観点からも問題とな

る。これらの問題の解決には，システム間で共有で

きるID管理の仕組みの導入が不可欠である。富士

通のクラウドコンピューティングでは，SAML(注 )1

やWS-Federation(注 )2 などのオープンなID管理フ

レームワークに基づくID管理基盤をお客様に提供

する予定である。 

セキュリティの可視化 

 クラウドコンピューティングの特徴は，「必要で

ないものが見えない」ことである。それであるから

こそ，「必要なものが正しく見える」ことがクラウ

ドコンピューティングに対する安心と信頼を得るた

めに必須の要件となる。 
 富士通では，セキュリティの可視化について様々

な取組みを行っている。例えば，富士通グループ内

のセキュリティ状況を可視化する「セキュリティ

ダッシュボード」を2009年より構築しており，グ

                                                      
（注1） Security Assertion Markup Languageの略。標準化団

体OASISが策定したIDやパスワードなどの認証情報や

属性情報を交換するためのXML仕様のプロトコル。 
（注2） 2002年4月にMicrosoft社，IBM社，VeriSign社が発表し

たID，アカウント，属性，認証，認定などを連携するた

めの技術要件を規定した仕様。 
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図-3 クラウドコンピューティングのモニタリングのコンセプト 
Fig.3-Monitoring concept of Cloud computing. 

 

ループ内のセキュリティガバナンス向上に役立てて

いる。また，同じく2009年より，お客様の情報セ

キュリティ対策の効率と費用対効果を可視化する

「情報セキュリティ可視化サービス」を提供している。 
 さらに，米国をはじめ全世界で採用されている監

視基盤ソフト“ArcSight”を採用したセキュリ

ティ監視サービスの提供を2010年より開始する。

これは，クラウド上の業務システムをはじめとする

お客様の様々なシステムからセキュリティに関する

情報を収集して，一元管理し，情報セキュリティガ

バナンス，内部統制およびセキュリティ対策効果測

定などの観点から付加価値をつけた報告書を提供す

るサービスである。このような汎用的な情報収集基

盤を整備することにより，クラウド時代のセキュリ

ティ管理，ひいては内部統制やコーポレートリスク

管理をより効率的に行うことができるようになる。 
 また，このサービスにより，大量のストレージを

必要とする企業・組織内のログの管理および保管に

ついても効率的かつ安全にアウトソースすることが

可能となり，管理コスト削減および確実な保存を実

現することができる。 
 このようなセキュリティの記録やモニタリングに

関する業務は，富士通のクラウドにおいては，クラ

ウドサービス提供部門から独立した専門組織が実施

する。これにより，サービス事業から独立した観点

でクラウドコンピューティングのセキュリティを評

価することが可能になっている（図-3）。 

む  す  び 

 前述したとおり，クラウドコンピューティングに

対するお客様の心配，不安は根強いものがある。し

かし，クラウドサービスプロバイダが正しいセキュ

リティ対策のアーキテクチャを採用し，それを正し

く運用していれば，お客様は安心してクラウドコン

ピューティングの利点を享受することができる。 
 本稿では，クラウドコンピューティングにおける

セキュリティ課題と，それを解決するために必要な

富士通のセキュリティアーキテクチャについて概要

を紹介した。本稿に挙げたもののほか，富士通では

クラウドコンピューティングへの移行におけるセ

キュリティポリシーの策定支援やセキュリティ戦略

策定支援などもコンサルティングメニューとして提

供している。今後，各種の業務をクラウドコン

ピューティングに移行する際の不安を払拭
しょく

してい

ただくことができれば幸いである。 
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