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はじめに  

FISC ガイドライン改訂でクラウドサービス利用の基準が明確に 

 2015 年 6 月に改訂された金融情報システムセンターの『金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書』（以

下、FISC ガイドライン）では、選定、契約、情報漏えい対策など、金融機関がクラウドサービスを利用するための指針が

今まで以上に具体的に示されました。これに伴い、クラウドサービスの利用を検討開始する金融機関が徐々に増加するも

のと考えられます。 

 本ドキュメントでは、特に既存システムを移行する目的として最適な IaaS サービスを利用する際の安全対策上の重要ポ

イントであるアクセス管理や証跡管理について説明いたします。 

クラウドサービスの利用形態の種類 

一般的にクラウドサービスとは、コンピュータシステムを構成するハードウェアやソフトウェアを自社で所有する「オ

ンプレミス」とは異なり、サービス事業者が提供する IT リソースを、ネットワーク経由で「利用」する形態を言います。 

仮想化やマルチテナントなどの技術を活用することで、システムの集積度を高めつつも、データやシステムの論理的な

独立性を確保しシステム間の影響を最小限にとどめ、高品質なサービスを比較的安価に利用することが可能です。また、

契約期間の拘束等、利用の際の制約条件が少ないことがこれまでのサービスと比べ優れている点です。 

 

クラウドサービスには、大きく 3 つの利用形態があり、それぞれ以下のような特長を持っています。 

 SaaS（Software as a Service） 

業務アプリケーションをサービスとして利用する形態です。企業や金融機関は利用したいサービスを選択し、契約

することですぐに使用開始できます。CRM、SFA、グループウェア、電子メール、SNS などの分野でのサービス提

供が多いのですが、会計・人事システムなど基幹系システムの SaaS 化も浸透し始めています。 

 PaaS (Platform as a Service) 

ミドルウェアをサービスとして利用する形態です。企業や金融機関は、PaaS サービスを利用して独自アプリケー

ションを開発することができます。主なサービスとしてデータベース、開発・実行環境などのサービスが存在しま

す。 

 IaaS (Infrastructure as a Service) 

IT インフラ（仮想サーバーやネットワーク環境）をサービスとして利用する形態です。企業や金融機関は、IaaS
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上の仮想サーバー上に独自のミドルウェアやアプリケーションを導入し、システムを構築して利用する形になり

ます。 

クラウドサービスのメリット 

 コスト削減 

クラウドサービス利用の最大のメリットは、システムの維持管理に係るコスト削減が期待できる点です。 

一般的に初期費用は無料か少額に設定されており、使用量に応じた従量型料金を支払う形態となります。中にはサー

バーを停止している間、使用料が発生しない体系のサービスもあり、夜間やオフピーク時に必要のないサーバーを停

止させておくことで、削減効果をさらに高めることができます。 

 導入・構築期間の短縮 

2 つの目のメリットは、システムの開発・導入期間の短縮です。特に SaaS の場合、アプリケーションが即時利用可

能な状態で提供されるため、開発・導入作業がほとんど必要ありません。 

IaaS の場合でも、管理画面で数回のクリック操作によって仮想サーバーを作成/変更できるなど、オンプレミスのよ

うにサーバーの調達に数日、数週間を要していた状態とは異なり、IT リソースの調達・変更に要する時間を大幅に短

縮できます。 

 変更の柔軟性 

オンプレミスのシステムの場合、ハードウェアの再調達が必要なスペック変更を急きょ行うことは非常に困難です。

しかしクラウドサービスの場合、このような変更が比較的自由に行えます。 

また、初期投資がほとんど発生しないことも関係しますが、サービス内容に支障がある場合など、短期間で利用を中

止し、他のサービスに切り替えるようなことも容易です。 
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IaaS の特長とメリット 

IaaS とは？ 

IaaS は、前項でご説明した通り、IT インフラ（仮想サーバーやネットワーク環境）をサービスとして利用する形態で

す。現在提供されているサービスの多くは、物理サーバーを複数の利用者で共有しながら、それぞれのシステムの独立性

を保つために仮想化技術を利用しています。そしてこのような IaaS では、クラウド基盤（仮想化基盤）を操作する専用管

理画面が利用者に提供されます。利用者は、専用の管理画面を操作して必要な仮想サーバーの作成や変更などシステムを

管理することができます。 

仮想サーバーは物理サーバーと同様にそれぞれ必要な OS、データベース等のミドルウェア、アプリケーションを配置

し、サーバーごとにそれぞれ役割を持たせ、独自システムを構築することができます。 

 

 

IaaS の提供形態の違い 

IaaS には、その提供形態によっていくつかに分類することができます。下表は、その分類とそれぞれの違いについてま

とめたものです。 

 

一般的な名称 ネットワーク環境 物理リソース 

共有の有無 

物理リソース 

所有者 

設置場所 

パブリッククラウド インターネット 他社と共有 事業者 事業者のデータ

センター 

VPC 

（Virtual Private Cloud） 

内部ネットワーク 他社と共有 事業者 事業者のデータ

センター 

ホステッドプライベートク

ラウド（利用型） 

内部ネットワーク 共有または占有 事業者 事業者のデータ

センター 

ホステッドプライベートク

ラウド（所有型） 

内部ネットワーク 占有 利用者 事業者のデータ

センター 

プライベートクラウド 内部ネットワーク 占有 利用者 利用者のデータ

センター 

 

図 1. IaaS の基盤構造の概要 

表 1. IaaS の主な分類と違い 
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一般的に「クラウドサービス」と聞くと、共有型リソースをインターネット経由で利用するイメージ（表中の「パブリ

ッククラウド」の定義に相当）ですが、クラウドサービスの技術が発達し、様々な提供形態が選択できるようになってき

ています。 

FISC ガイドラインに示されている委託先管理の考え方に基づくと、監査要件など個別対応に応じやすいためプライベ

ート型の方が適切な選択肢と考えがちですが、クラウド利用のメリットであるコスト削減の効果が薄れる傾向にあります。

なぜならばクラウドサービスの価格は、多くのユーザーに共通したサービスを提供するスケールメリットによって実現さ

れているからです。所有型プライベートクラウドに至っては、IT リソースの「利用」ではなく、従来と変わらない「所有」

方式であり、クラウドサービス関連技術を活用したシステム開発手法に過ぎません。 

そういった観点で注目されているのが、VPC（Virtual Private Cloud）サービスです。VPC を利用すると、パブリック

クラウド内に仮想的な内部ネットワークを構築し、インターネットを介さず閉域網を使用して社内ネットワークと直接接

続することができます。つまりパブリッククラウドの利便性を維持しながら、社内システムを目的に利用することが可能

なサービスです。 

IaaS サービスの特長とメリット 

企業・金融機関におけるクラウドサービスの利用検討の目的としてまず考えたいのが、既存システムの移行によるコス

ト削減です。IaaS は以下のような特長を有していることから、既存システムの移行に最適なサービス形態です。 

 

 オンプレミス上のシステムとの親和性・互換性が高い 

IaaS 上に作成される仮想サーバーは、OS レベルで物理マシンと同じように扱うことが可能です。したがってオ

ンプレミス上で稼働する物理サーバーを比較的に容易に仮想サーバーに移行することができます。例えば OS やア

プリケーションが導入済の物理マシンのディスクイメージをそのまま仮想マシン用に変換し、クラウドサービス

上に持ち込むといった方法があり、移行に係る手間を大きく削減できる可能性があります。 

 

 特定事業者のサービスに対する依存性が低い 

クラウドサービスの利用検討の際に、もっとも考慮すべき点の一つに、サービス停止リスクがあります。例えば独

自のアプリケーションを SaaS 型で利用しており、特定の業務やお客様向けサービスがそのアプリケーションに大

きく依存していると、SaaS の提供停止によって業務に支障が生じたり、お客様へのサービス提供が滞ったりする

ことが想定されます。代替サービスを選定したり、自社で開発したりすることも困難ですし、保存されていたデー

タの保証や代替サービスへのデータ移行も容易ではありません。 

しかし、IaaS は、前項で説明した通り、仮想化技術を活用し仮想サーバーを提供するサービスです。作成した仮

想サーバー自体は他のサービスやオンプレミスへの移行が比較的容易です。そのため IaaS の場合、サービス停止

リスクは SaaS と比較しそれほど大きくないと言えます。 
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IaaS を安全に利用するための留意点 

利用者としての安全対策の必要性 

クラウドサービスの安全対策を考える上でまず認識しておくべき重要な点は、利用形態によってサービス事業者が担う

範囲と利用者によって担わなければならない責任範囲が異なる点です。 

IaaS は仮想サーバー上のミドルウェア、アプリケーションを利用者自身が自由に設定できるかわりに、それらの部分へ

の安全対策は利用者自身で講じる必要があります。 

 

 

前項でご説明した通り、IaaS 上で作成した仮想サーバーは、論理的には物理サーバーと同じように扱うことが可能です

ので、リスク要因やその安全対策は、オンプレミスと同様に考えることができます。 

例えば、OS 等の脆弱性対処のためのパッチ適用、ファイヤーウォールやアンチウィルス等の導入、データやサーバーイ

メージの定期的なバックアップ等の対策は、物理環境でも IaaS でも同様に必要な要素であり、同じ手法を適用すること

が可能です。 

しかしながら、IaaS 環境には、物理環境とは異なる環境や技術要素に起因する固有のリスク要因が存在します。これら

のリスクは利用者側のリスクとして正しく認識し、必要な対策を講じることが必要です。 

クラウドサービス固有の留意点① オンプレミスとの運用環境の違い 

クラウドサービスを利用する場合に、オンプレミスの場合との

大きな違いは、社内にサーバーが存在しないことです。当たり前

のことですが、この相違点を理解し、対策の重点を見直す必要が

あります。 

例えば、オンプレミスでは有効となっていた、サーバールーム

の施錠と厳格な入退室管理、監視カメラの設置、複数人による作

業など物理的な安全対策は、クラウドサービスの場合、機能しな

くなります。 

例えば委託先ベンダーのオフィスからクラウド上のシステム

にアクセスするなど、さまざまな場所からリモートで接続して作

図 2. クラウドサービスの利用形態によって異なる責任分界点の概要 
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業を行えるようになる一方、監視カメラによる作業者の監視といった対策は機能しなくなるといった例が挙げられます。

クラウドサービスを利用する際には、物理的安全対策の代替として論理的なアクセス制限等、技術的な安全対策を検討す

る必要があります。 

クラウドサービス固有の留意点② クラウド管理者という固有の管理者権限濫用のリスク 

IaaS では仮想化技術を利用して、専用の管理画面から仮想マシンの作成や変更等を行う仕組みになっています。このク

ラウドの専用管理者が利用するアカウントの管理不備によって権限の濫用や不正使用を招き、システム停止や情報漏えい

につながる恐れがある点が、クラウド技術固有のリスクの一つです。 

例えば、管理画面を用いて仮想サーバーを無断で停止させたり、仮想サーバー自体を削除したりといった操作は、サー

ビス停止、大規模なトラブルに直結します。しかも仮想サーバー上の OS の管理者権限に関わらず、クラウド管理者権限

だけで、仮想サーバーを停止・削除できてしまうなど、本来機能するべき権限分掌が機能しなくなることも対策が重要な

課題です。 

また、仮想サーバー自体をイメージファイルとしてエクスポートする機能は、機密情報が保管された仮想サーバーをエ

クスポートし、機密情報を取り出すといった不正な情報の持ち出し行為に悪用される恐れがあります。 

つまりクラウド管理者権限は、オンプレミス環境には存在しない絶大な権限を有する「スーパー特権」であり、この濫

用、不正使用を防止・発見するために、その認証情報の厳重な管理と濫用・誤用を防止するために操作内容の監視や記録、

定期的な点検といった対策が必要になります。 

 

 

 

クラウドサービス固有の留意点③ システムログが信頼できない？ 

IaaS の固有の技術として揮発性ディスクとスナップショットといったものがあります。 

揮発性ディスクとは、一度仮想サーバーをシャットダウンすると、

初期状態に戻る仕様になっているディスクです。このディスクを、一

時的なファイル保存の目的に利用することで、メインのディスク容量

を節約したり、保存ファイルがもたらすシステムへの影響を減らした

りといったメリットに利用できます。 

スナップショットとは、仮想サーバーのある日時の状態をファイル

イメージとして保存しておく技術です。保存したスナップショットか

ら新たな仮想サーバーを作成したり、スナップショットの時点にサー

バーをリカバリしたりできるため、バックアップや、並列システムの

図 3. クラウド管理者権限を濫用されることで発生するリスク要因の例 
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早期展開などの用途に利用できます。 

しかしこれら固有の機能を正しく理解しないと、安全対策上の問題につながる可能性があります。一つはシステムログ

の信頼性の問題です。通常システムが出力するログはサーバー内に保存されます。IaaS 環境では、揮発性ディスクやスナ

ップショット等の利用によって、サーバー内に保存されるログの一部または全部が失われる恐れがあるということです。

例えば揮発性ディスクにログを保存するとシャットダウンした時点で消滅します。またスナップショットで特定の状態に

リカバリした仮想サーバーは、ログの状態もスナップショットを取得した時点に遡り、スナップショット取得後に生成さ

れたシステムログは失われてしまいます。 

IaaS を利用する際には、これらクラウド固有の機能を理解し、安全対策などの措置がその影響を受けないよう、ログ取

得の仕組み等を考慮する必要があります。 
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エンカレッジ・テクノロジのクラウド安全利用に対する貢献 

クラウドサービスに対するアクセス&証跡管理 

弊社は、企業や金融機関のコンピュータシステムの安全と安定稼働を実現するために、システム管理者権限（特権 ID）

によるアクセス管理や証跡管理ソフトウェアを開発・販売しており、これまで 450 社以上のお客様（約 120 の金融機関

を含む）に採用いただいています。 

これらのソフトウェアは、IaaS などクラウドサービスを利用する際の安全対策としても有効に活用いただくことができ

ます。 

クラウド環境におけるアクセス内容を確実に記録する「ESS REC」 

ESS REC は、システム操作を動画とテキストで克明に記録することができるシステム証跡監査ツールで 6 年連続市場

シェア No.1（※1）を獲得しているソフトウェアです。本ソフトウェアは、クラウドサービスの利用者側の安全対策とし

て利用いただくことで、クラウドサービス固有リスクへの対処や、クラウドサービス固有の運用環境に対して考慮すべき

点を解消することができます。 

 

 クラウド管理者の克明な操作を証跡として取得 

ESS REC の最大の特長は、サーバーや端

末のデスクトップの内容を動画形式で取

得する点です。この機能を利用し、GUI で

提供されるクラウド管理画面の操作内容

を克明なログとして保存することができ

ます。 

また、画面上に表示された文字列やウィ

ンドウタイトル、キーボードの打鍵情報

などを条件に「特定の要注意操作」を定義

することで、当該操作に対しリアルタイ

ムにアラートを発信させることもできま

す。これにより、クラウド管理者という 

スーパー権限の濫用、不正使用の抑止と早期発見を可能にします。 

 

 仮想サーバーの固有機能に影響を受けず確実にログを取得し保管 

ESS REC は下記構成図が示す通り、取得した操作記録を仮想サーバーや端末に一時保存せず、そのまま REC サー

バーに送信します。そのため、前項で説明したようなクラウド環境固有の揮発性ディスクやスナップショットの影

響を受けず、確実に操作ログを取得することができます。 

また、ESS REC が取得した記録データは、独自の鍵方式により暗号化されているため、クラウド管理者権限を不

正に使用されたとしても、記録データ改ざんを防止できます。 

図 4. ESS REC の動画形式のシステム操作証跡 
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またこれらの仕組みは、従来のオンプレミスのシステムにも適用することができますので、設置場所に関わらず企

業や金融機関のシステム全体に対する共通の証跡管理の仕組みとしてご利用いただくことが可能です。 

クラウド環境に対するアクセス管理を実現する「ESS AdminGate」「ESS AdminControl」 

前述した通り、クラウド環境ではサーバールームへの入退室管理のような物理的安全対策が機能しません。そのため、

論理的なアクセス管理を強化することが必要になります。「ESS AdminGate」および「ESS AdminControl」（※２）は、

システム管理者権限（特権 ID）のパスワードを管理し、承認ベースでのみサーバーに接続できるようアクセス管理を厳格

化する特権 ID 管理ソフトウェアです。このような仕組みを物理的安全対策の代替手段としてクラウド環境に適用するこ

とで、より安全性の高いシステムを実現できます。 

下図は、ESS AdminGate による論理的アクセス管理の概念です。ESS AdminGate は、システムの管理者権限（特権

ID）のパスワードをユーザーに代わって管理し、承認されたユーザーが許可されたシステムに対してのみアクセス可能な

環境を構築します。またサーバーからのファイルの持ち出しに第三者の承認を必要とする仕組みで、クラウド上に保存さ

れた機密情報の不正持ち出しリスクを低減できます。 

 

 

図 5. ESS REC構成と仕組み 

図 6. ESS AdminGate を利用したクラウド上のシステムに対する論理的アクセス管理レイヤーの実現 
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最後に 

今、金融機関にとって、FinTech など新たなコンピュータシステムの活用によるサービス向上が、新たなお客様の獲得

のために必要不可欠の取り組みである一方、サイバー攻撃の巧妙化、内部不正等の発生を背景に、セキュリティ対策など

の安全性の強化もおろそかにはできない状況です。しかし多くの金融機関では、既存システムの維持に IT 予算の多くを

費やしている状態で、新規投資や安全対策の強化のための十分な予算を確保できない状態だと思われます。（※３） 

 

今こそ新規投資・安全対策の強化が可能となるよう既存システム維持管理費用の削減を、クラウドサービスの利用によ

って実現することが重要です。弊社はこれまでオンプレミス上のシステムを中心に、企業や金融機関のコンピュータシス

テムの安全と安定稼働の実現の支援を行ってまいりました。今後は、その適用範囲をさらに広げ、クラウドサービスをよ

り安全に利用するためのご支援を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 出展元：情報セキュリティソリューション市場 の現状と将来展望 2009【内部漏洩防止型ソリューション編】 

同 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 および 2015  株式会社ミック経済研究所 

※２ ESS AdminControl は、2011 年に発売開始された中・大規模システム向け特権 ID 管理ソフトウェア、ESS 

AdminGate は、2015 年 7 月に発売された小規模システム向け特権 ID&証跡管理をトータルで実現するオールイン

パッケージです。文中で説明したアクセス管理レイヤーの考え方は、どちらの製品を利用しても実現できます。 

※３ 平成 27 年度金融機関アンケート調査（金融情報システムセンター 平成 27 年 10 月刊 増刊 79 号）によると、シ

ステム関連経費の中で、大半が維持運用に費やされています（勘定系システム自営機関においては 56.1％、それ以

外の機関については 68.4%）。 
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