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特集
クラウド時 代のセキュリティマネジメント
デジタルトランスフォーメーションによる大きな環境変化が起こる中で、
クラウドサービスはその存在感を日に日に増しています。
本号では、クラウド時代のセキュリティマネジメントや、
2020年における診断結果の傾向と対策を考察します。
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傾向分析

セキュリティ診断結果の傾向分析【2020年版】
Webアプリケーション診断ならびにプラットフォーム診断
花岡 顕助／紺野 祐也

We bアプリケーション診 断とプラットフォーム診断の結 果をもとに
お客 様の対 策 状 況や検出されやすい脆弱性を解 説します。

はじめに
川島 拓哉

クラウドサービスを活用する
時代のセキュリティとは

クラウドサービスを活用する背景

デジタルイノベーション事業部
セキュリティアセスメント部 副部長
ラック入社後、セキュリティ診断、脆弱性管
理体制構築・運用支援、セキュリティコンサ
ルティングなどに携わり、2021年度より現
職。より多くのお客様を支援できるデジタル
を活用したサービスの検討、体制構築、後
進育成に力を入れている。

スのセキュリティを考える上で必要なポイントとはなにか、皆さま

日本政府がデジタル庁を立ち上げ行政改革に取り組むなど、社会

全体のデジタル化に対する関心は日々大きくなっています。その中

で、デジタルトランスフォーメーション（以下、DX）を前進させる手
段の1つとしてクラウドサービスの利用があります。

組織がクラウドサービスを利用する背景には、いつでもどこでも

はその答えをお持ちでしょうか。

クラウドサービスの正しい理解と
必要なセキュリティを認識する
クラウドサービスは、サービスによって様々な機能が提供（表1）

アクセスできる利便性、資産や保守体制を自社で確保する必要が無

されており、サービスごとに必要なセキュリティ対策が異なります。

クノロジーを活用した"DXの実現"に向けた取組みを推進したい狙

対策を自組織に合わせて最適化した上で利用する事が重要です。

くなるといった業務効率化やコスト面でのメリットに加えて、テ

いがうかがえます。総務省が出した「情報通信白書令和2年版 ※1」

そのため、利用するクラウドサービスを理解し、必要なセキュリティ

今回の診断レポートでは、
「SaaSを利用する際の注意点」
「クラウ

によると、クラウドサービスを一部でも利用する企業は2015年の

ド環境下におけるセキュリティ対策」
「クラウドへアクセスする環境

タル化をはじめとするITの利活用に向けた動きは、今後も強まるも

環境変化によって変わること、クラウドでもオンプレミスでも変わ

44.6%から2019年には64.7％と大幅に増加しており、業務のデジ
のと予想されます。

組織がDXを推進していくための大きな環境変化としては、これま

でとは異なる利用者のニーズ・価値観が顕在化し、スピードと柔軟

な対応が求められます。その中で、新たなビジネスモデルの創出や

業務効率化を行うための選択肢としてクラウドサービスを利用する
組織が多くなってきているのではないでしょうか。

の物理セキュリティ対策」を通じて、クラウドサービスを活用する

らないことをお伝えします。本レポートが、サービス展開、業務効率

化に向けてクラウドサービスを活用されている皆さまのお役に立つ
ことができれば幸いです。
表1

2

クラウドサービスの例

SaaS

クラウドのインフラストラクチャ上で稼動しているプロバイダ由来のアプリ
ケーションが利用者に提供される

た『セキュリティ診断レポート 2021春※2』の冒頭では、
「クラウド

PaaS

クラウドのインフラストラクチャ上にユーザが開発したまたは購入したアプ
リケーションを実装できる環境が利用者に提供される

供するクラウドサービス事業者のセキュリティ対策が利用組織の安

IaaS

演算機能、ストレージ、ネットワークその他の基礎的コンピューティングリ
ソースを配置できる環境が利用者に提供される

クラウドサービスの利用について、ラックが2021年3月に発行し

サービスが積極的に利用されるようになり、クラウドサービスを提

全を左右する割合が増えた」と説明しました。多くの場合、セキュリ
ティと利便性はトレードオフの関係にありますが、クラウドサービ

（出典：独立行政法人情報処理推進機構「SP 800-145 NISTによるクラウドコンピューティ
ングの定義 The NIST Definition of Cloud Computing」
より抜粋）

お客様

サービス利用者
SaaS
用途に合わせてクラウドサービスを活用

PaaS

IaaS

業務効率化

利便性や運用面の負荷を軽減

※1
※2

情報通信白書令和2年版：総務省「情報通信白書令和2年版」https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r02.html
セキュリティ診断レポート 2021春：https://www.lac.co.jp/lacwatch/report/20210310_002454.html

新たな
ビジネスの創出
スピーディーに
サービス展開
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クラウド時代のセキュリティマネジメント

SaaSを利用する時の注意点、
意識していますか？
齋藤 実成

セキュリティアセスメント部
第三グループ
2018年入社。WEBアプリケーション診断や自社のリ
スクマネジメント、経営企画業務の担当などを経て、
2021年4月より脆弱性診断コンサルティングを担当。
セキュリティをテーマに大学で講演活動を行うなど、情
報発信に取り組みながら
「お客様にとっての最適解を見
つける」
ことを追求している。好きな言葉は
「捲土重来」
。

近年、DXを進める上で必ずと言っていいほど選択肢に入る
「SaaS
（Software as a Service)」
。営業活動や顧客管理をデジタル
上で実現するなど、ビジネスを加速させるツールとしても非常に便利ではありますが、セキュリティインシデントも少なくありま
せん。本稿では、インシデント事例も踏まえてSaaS利用時に注意が必要なポイントを解説します。

1

なぜ組織はSaaSを導入するのか？

組織がMicrosoft 365やGoogle WorkspaceなどのSaaSを導入

範囲のうち利用者側が責任を持つ項目である「データの分類と説明

SaaSには大きく3つのメリットがあります。クラウドサービスの

理」の3点を押さえておきましょう。

する理由は、ビジネスや業務の推進に大きく貢献するからです。

責任」
・
「クライアントとエンドポイントの保護」
・
「IDとアクセス管

ためどこからでもアクセスできる点、自社でシステム構築が不要な
点、システム運用の負荷を軽減できる点です。また、オンプレミスで
システムを運用する際は、構成管理やセキュリティ対策の大部分を

図1

クラウドサービスの責任範囲

オンプレ

IaaS

PaaS

に基づいたセキュリティ対策を行うことが基本なので、対策が必要

クライアントと
エンドポイントの保護

な箇所はより明瞭になります。

SaaSは組織に多くの価値をもたらしますが、デメリットもありま

3

SaaS
データの分類と
説明責任

利用者側で実施する必要がありましたが、SaaSは責任共有モデル

IDとアクセス管理

す。自社がセキュリティコントロールの全体を管理しているわけでは

アプリケーションレベル
コントロール

ないため、利用する組織が求めるセキュリティレベルに達しているか

どうかが分かりにくく、リスクマネジメントが運用しにくい点です。

ネットワーク制御

リティ対策や情報開示規約などに依存するため、対象範囲の特定や

ホスト
インフラストラクチャ

セキュリティインシデントが発生した際の対応は、ベンダ側のセキュ
原因究明、責任の所在の把握などに時間がかかります。さらに、ベン

物理セキュリティ

ダに対する情報開示の追加費用などが発生する可能性があります。

SaaS導入時の注意点として、図1に示すクラウドサービスの責任

2

利用者の責任

クラウド事業者の責任

SaaSにおけるインシデント事例から得られる教訓

2020年の末から2021年の初めにかけて、大手SaaSベンダが提

くの利用者が「アカウントを適切に管理していて、ベンダがセキュ

供する顧客管理サービスを利用する組織において大規模なセキュリ

リティや可用性の面倒を見てくれるから大丈夫」と安心してしまう

タに対して適切なアクセス権限を付与していなかったこと」でした。

不適切な設定項目に気付かなかった（知らなかった）」、つまり、わず

者が不適切な設定項目に気付かなかった（知らなかった）」ことに起

の“落とし穴”です。

ティ事故（情報漏えい）が相次ぎました。事故の原因は「利用者がデー

ことこそが、隠れたリスクなのです。
「意識して設定したつもりでも、

特筆すべきことは、不正アクセス被害に遭ったわけではなく、
「利用

かな設定ミスが大規模な情報漏えいに繋がってしまうことがSaaS

因する点です。

前述のセキュリティ事故の原因を踏まえると、SaaSにおける

「データの適切な分類やアクセス権の設定」は利用者側が責任を持っ
ているところに、大きな落とし穴が隠れています。SaaS導入後、多

3

読者のみなさまには、前述のインシデント事例の教訓として

「SaaSを利用する際は、データの保護責任は利用者にあり、定期的
にデータへのアクセス権が適切であるかを確認する必要がある」こ
とをご理解頂きたいと思います。

攻撃者視点から見たSaaSの
「狙いドコロ」

さて、SaaSにおける注意点は、気付かなかった（知らなかった）と

でも利用可能”という特性上、どうしてもオンプレミス環境よりも不

SaaSは“利用者がインターネットに繋がっていればいつでもどこ

必要十分とされるセキュリティ対策をベンダ側で施すことが一般的

いう点だけでしょうか。

正アクセスのリスクは高くなります。そのため、SaaSは世間一般で

これらの課題の解決策としては、ユーザの利便性よりもセキュリ

です。

このようなサービスに対して攻撃者が不正アクセスを企てる際、

最も狙われる標的は“利用者しか知り得ない情報（認証情報など）”
です。これは、ベンダ側のセキュリティ対策を破ることが困難であ

ることを考慮すると、利用者から認証情報（ID・パスワードなど）を
奪った方がより効率的な不正アクセスを実現できるからです。

また、利用者側で管理が必要な認証情報の量に比例して利用者の

アカウント管理が煩雑になり、パスワードの使い回しや推測しやす
いパスワードを設定してしまう傾向にあることも、攻撃者が利用者

ティの強度向上を優先した多要素認証の導入です。アカウント管理
の煩雑さを解決することで、セキュリティの強度向上を見込むSSO

（シングルサインオン）の導入も挙げられます。ユーザに痛みを強い
てでもセキュリティを強固にする視点と、ユーザの利便性を向上さ
せることでセキュリティを強固にする視点の両方から、対策を検討
することが重要です。

なお、組織内で利用しているSaaSにおいて多要素認証が導入さ

れているかどうかを、組織内で確認することをお勧めします。

を狙う理由の1つです。

4

おわりに

SaaSは、その利便性から「なんとなく大丈夫だろう」と思ってし

まいがちですが、実は落とし穴があることを覚えておきましょう。
また、多くのSaaSは頻繁にアップデートが行われますが、利用者側
でも「今回のアップデートでは何が変わったのか？」といった点に注
意を向けておく必要があります。

最後に、SaaSにおけるセキュリティ対策の一例を、取り組みやす

さに応じて紹介します。SaaSの導入時・運用時のセキュリティ対策
方針の策定基準例としてご活用ください。

●説明責任の確保（原因の特定が可能な形でのログ取得・ログ管理）
【フェーズ2：日々の運用時において計画的に実施する必要があるもの】
●第三者によるセキュリティリスクの評価
（クラウド設定診断など）
●認証情報の一元管理
（SSOの導入など）

●保有するデータに対する適切なアクセス権限の定期的な見直し（棚卸し）

●利用するSaaSのアップデート履歴を常時確認する

【フェーズ3：組織目標として中長期的に取り組みが推奨されるもの】

【フェーズ1：すぐに現状を確認する必要があるもの】

●保有するデータに対する適切なアクセス権限（公開範囲）の設定

●アカウント情報（ID/PW)の適切な管理（多要素認証の採用など）

●利用サービスのアクセス制御や運用基準の策定
（文書化を含む）
●組織内の利用者一人ひとりに対する教育の実施

SaaS利用時のチェックシート
（一例）
SaaSの 導 入 時 に 確 認 す る こ と が 推 奨 さ れ る 項 目 を ま と め た

で取り扱う情報の質や量、SaaSを利用する業務の重要性などに応じ

で運用している規程類・規則・ルールなどと照らし合わせ、不足して

セキュリティのバランスが取れた対応を行うことが重要です。加え

チェックシートについて、以下に一例を掲載します。導入時に組織
いる項目を確認する参考情報としてご活用ください。

なお、必ずしも全ての項目を網羅する必要はありませんが、SaaS

No

チェック項目

て、項目への適合要求度合いに段階を設けるなど、SaaSの利便性と
て、組織における
「No.4 取扱う情報の棚卸し」の結果次第によって

は、海外のデータ保護規則・法令などにも留意すると良いでしょう。
チェック内容の詳細

サービス利用時の運用ルール確立
1 サービスの利用目的
2 責任範囲
3 自組織のポリシーやルールとの整合性
4 取扱う情報の棚卸し
5 利用方法の周知
6 定期的な点検
7 解約条件の確認

アカウント管理・認証・認可
8 アカウント管理
9 アクセス権限
10 管理者権限
11 多要素認証
12 パスワード設定

事業者の信頼性
13 事業者における第三者認証の取得
14 ログの取得・管理
15 可用性の確保
16 利用終了時のデータの安全性確保
17 サービスの信頼性
18 問い合わせ先（サポート体制）

対応

4
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クラウド時代のセキュリティマネジメント

セキュリティ対策ライフサイクルの
確立に向けて
小田戸 毅

セキュリティアセスメント部
第二グループ
2020年ラック入社。プラットフォーム診断業務
やクラウドセキュリティ設定診断業務、ラックの
独自診断ツール開発に従事。学生時代は量子情
報分野において、量子暗号鍵配送・最適化アルゴ
リズムを研究。Micro Hardening v2.0での優
勝経験あり。

近年、多くの組織でテレワークの導入が進み、クラウド環境を利活用する組織も増加傾向にあります。
本稿では、クラウド環境の利用によって直面するリスクや、そのリスクに対するセキュリティ対策の取り組みをご説明します。

1

クラウド環境の利用増加に伴うインシデント傾向とその対策範囲

この1年間でテレワークが普及し、セキュリティリスクの傾向は

大きく変動しました。Palo Alto Networks社※1によると、小売り、

製造、政府機関などの業種では、クラウド環境の利用増加の影響も
あり、200%～400%のインシデント増加がみられたと報告されて

います。攻撃者が他人のクラウド環境などを不正に利用してマイ
ニングを行うクリプトジャッキング※2の被害は、2020年7月から

2021年2月にかけて、約23%から約17%への減少傾向が確認され

ています。一方で、検査対象の約30%の組織では、ホストに関する

機密情報へのアクセスが可能な状態であることが確認されていま
す。クリプトジャッキングの減少傾向からは、利用しているOSや
サービスなどの脆弱性評価を行うなどといった、セキュリティ対策

5

の成果が表れていることが分かります。しかし、多くの組織で機密

情報へのアクセス制御などを行う「クラウドのセキュリティ設定」が

ど、幅広い項目について考慮する必要性が分かります。

また、セキュリティ以外の懸念としては以下が挙げられます。

● 情報システム部門の運用リソース不足

● 繁忙期／閑散期におけるシステムリソースとコストの最適化
これらの多岐にわたる考慮事項を適切に設定し、クラウドの運用

を行っていくためには、体系立てた対策を行うことが必要であると
考えられます。
図1

クラウドセキュリティ設定に起因するセキュリティリスク

利用者の不備に起因

機密性

適切に為されていない点が浮き彫りになっています。

図1は、
「クラウドのセキュリティ設定」に起因する代表的なセ

キュリティのリスクを「機密性／可用性／完全性」に分類したもので
す。

可用性

はそれぞれ、
「利用者側の不備」、
「クラウド事業者側の不備」、
「クラ

ら、システム管理者は、認証情報などの機密設定に加えて、システム

●サーバ証明書更新漏れによるサービス利用不可

●バックアップ時障害によるデータ消失
●契約終了などによるデータ削除

クラウド環境下におけるセキュリティ対策のプロセス

2章ではクラウド環境下におけるセキュリティ対策の準備とし

て、クラウドセキュリティの責任範囲の把握から、管理下のクラウ

ドサービスの分類、セキュリティリスクの評価方法を説明します。
後の3章では、実際にクラウドサービスを評価するためのアプロー
チについて説明します。

まず、クラウド環境下におけるセキュリティ対策の第一歩とし

ては、
「クラウドセキュリティの責任範囲」を把握することが不可
欠になります。日本では、クラウドに関するセキュリティ評価制度

（ISMAP）※3が施行されており、2021年3月12日から一定のセキュ
リティ水準が保たれたクラウドサービスのリストが公開されていま

す。クラウドサービスプロバイダとクラウドサービス利用者間のセ
キュリティの責任範囲を把握することで、対策を施すべき範囲を明
確にすることが可能です。

次に、
「クラウドサービスの棚卸し」を行うことで、組織で利用し

※1
※2
※3
※4

●障害時切り替えプログラムの不備によるシステムダウン

クラウドサービス上でのデータ消失のリスク

完全性

ダウンや証明書の更新漏れなどによる影響、データ消失のリスクな
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●APIアクセスキーなどの認証情報の意図しない公開

クラウド事業者側の不備に起因

「機密性」、
「可用性」、
「完全性」に分類されたセキュリティリスク

ウドサービス上でのデータ消失のリスク」に対応します。この図か

●クラウドストレージの公開設定不備による情報漏えい

ているクラウドサービスの数や種類を明確にすることが重要です。
ある調査では、システム管理者が想定しているクラウドサービス利

用数と実際の利用数の相違は約52倍※4あるという結果が報告され

ています。したがって、利用しているクラウドサービスの管理体制
を整えることが重要になります。これにより、機密情報を管理され

ていないクラウドサービスに格納するリスクを低減することが可能
です。

また、各クラウドサービスを以下のとおり、利用形態別に「分類」

することで、それぞれにどのようなセキュリティ設定を施すのが望
ましいかを明確化することが可能です。
●Approved
（認可・管理）

組織がビジネスのために購入した認可サービス
➡組織で扱う情報の管理・制御が必要

Palo Alto Networks社：Palo Alto Networks「Highlights from the Unit 42 Cloud Threat Report, 1H 2021」https://unit42.paloaltonetworks.com/highlights-cloud-threat-report-1h-2021/
クリプトジャッキング：ターゲットの端末のリソースを不正に利用し、仮想通貨などのマイニングを行わせる攻撃
セキュリティ評価制度（ISMAP）
：政府情報システムのためのセキュリティ評価制度。https://www.ismap.go.jp/csm?id=csm_ismap_index
約52倍：McAfee「Cloud Adoption and Risk Report」https://cloudsecurity.mcafee.com/cloud/en-us/forms/white-papers/wp-cloud-adoption-risk-report-2019-banner-cloud-mfe.html?Sourc
e=Website&LSource=Website&eid=5PES9QHP ※個人情報を入力することで得られる情報

●Permitted（許可）

プロジェクトやパートナーに使用することを許可したサービス

図2

クラウドサービスのセキュリティ対策ライフサイクル

➡プロジェクトやパートナーとやり取りする情報を扱うための

クラウドセキュリティの責任範囲の把握

取り決め・制限が必要

●Denied（不許可）

クラウドサービスの棚卸し

組織内で完全に遮断する必要があるサービス
➡アクセスの遮断などの処置が必要

クラウドサービスの分類
（認可・管理／許可／不許可）

組織で管理するクラウドサービスの明確化かつ分類後は、クラウ

ドサービスの安全性と必要性を考慮してセキュリティリスクを評価
することが推奨されます。評価は、利用しているOSやサービスの「脆
弱性評価」とクラウドサービスの「セキュリティ設定評価」に分類さ

れます。また、新規の脆弱性への対応・クラウドサービスの運用形態

設定評価

脆弱性評価

の変動を考慮して、評価を継続的に行うことが求められます（図2）。
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クラウド環境下におけるセキュリティ対策のアプローチ

前章で述べた「責任範囲の把握」、
「クラウドサービスの棚卸し」、

「クラウドサービスの分類」は、いわばクラウドセキュリティ対策の

準備段階であり、まずは、利用しているクラウドサービスとその位
置づけを明確にすることが重要になります。

準備段階を完了したのちに、それぞれのクラウドサービスの評価

ローチを示しています。図中【1】～【3】のBundleは、これらのアプ
ローチの組み合わせ例になります。

【1】クラウドサービス側の設定診断・管理と利用者側の責任範囲

となるWebアプリケーションやWebAPI、内部サーバに対す
るセキュリティ診断も実施するケース

を行います。1つのクラウドサービスの評価に要する日数は、一般的

【2】CASBを利用してクラウドサービス利用状況を把握し、クラ

ことで、
「ダッシュボードでのセキュリティ管理状況の把握」やCIS

【3】CASBによるクラウドサービス利用状況の把握に加え、クラ

に18日程度といわれています。しかし、CASB※5製品などを用いる

ベンチマークなどの「コンプライアンス準拠のセキュリティ設定評

価」が容易に実施可能になります。加えて、脆弱性を悪用した攻撃へ
の対策として、利用しているOSやサービスの脆弱性評価を行う必
要があるでしょう。

図3は、クラウド環境下のセキュリティ対策における3つのアプ

図3

ウド環境に対する既存の脆弱性診断を実施するケース

ウドサービスの設定診断・管理と既存のセキュリティ診断を
併用するケース

利用する管理下のクラウド環境の構成やセキュリティ対策の方針

に応じたアプローチを策定することが望ましいでしょう。

クラウド環境下のセキュリティ対策アプローチ

管理下のクラウドサービスの管理・把握
CASBの利用

Webアプリケーション診断 / WebAPI診断 / 内部サーバのPF診断
クラウド環境に対する既存のセキュリティ診断

【2】

CSPM製品やスポット診断でのセキュリティ設定見直し
クラウドセキュリティ設定診断
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【3】

おわりに

セキュリティ以外にも考慮するべき事項が多いクラウド環境下で

は、セキュリティ対策を効率的にライフサイクル化することが非常
に有用になります。

ラックではクラウドサービスに対するスポット診断※6や定期的

な診断※7に加え、CSPM※8／CWPP※9観点での常時監視を支援す
※5
※6
※7
※8
※9
※10
※11

【1】

るクラウドセキュリティ統制支援サービス※10、クラウド上の各種

リソースへの診断※11など、上記【1】～【3】のアプローチのいずれに

も対応できるサービスを提供しています。クラウド環境下のセキュ
リティ対策についてお困りの際はお気軽にご相談ください。

CASB：ユーザと複数のクラウドサービスの間に単一のコントロールポイントを設け、そこを経由してアクセスする。それにより一貫したセキュリティポリシーによるクラウドサービスの利用が可能。
スポット診断：クラウドセキュリティ設定診断（スポット診断）https://www.lac.co.jp/consulting/config_cloud.html
定期的な診断：クラウドセキュリティ設定診断 by MVISION Cloud https://www.lac.co.jp/consulting/config_mvision.html
CSPM：Cloud Security Posture Managementの略称で、クラウドサービス利用時の設計・設定・パラメーターに対するセキュリティを保つための仕組み。
CWPP：Cloud Workload Protection Platformの略称で、クラウドサービスを用いて稼働させるワークロード
（サービス・業務・処理）
を安全に保つための仕組み。
クラウドセキュリティ統制支援サービス：Prisma® Cloud（プリズマクラウド）https://www.lac.co.jp/solution_product/prismacloud.html
各種リソースへの診断：ラックの提供するセキュリティ診断サービス https://www.lac.co.jp/consulting/#assessment_overview
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クラウド時代のセキュリティマネジメント

物理セキュリティを
加えたアクセス制御とは

上原 孝太

金融事業部
サービス第一部 部長
入社以来、主にカード業界向けUNIX基盤の構
築・保守に従事。近年はクラウドシステムの構築
やサービス、セキュリティ対策サービスの立ち上
げや開発に取り組む。
「情報システムの進化は幸
せな暮らしにつながる」
をモットーに、安全・安心
で楽しいIT活用の実現に向けて活動している。

クラウド環境下のセキュリティを確保するには、アクセス管理や運用方法の最適化とともに、物理的な対策が重要です。クラウド
を活用したシステム開発・運用で見逃しがちな「クラウドシステムにアクセスする環境の物理セキュリティ対策」
を解説します。

クラウド上の対策だけでは外から
「丸見え」
？

1

組織の新サービス開発やシステム更改にあたり、AWS、Azure、

Google Cloud Platform
（GCP）、Oracle Cloud Infrastructure

（OCI）などのパブリッククラウドをインフラとして採用するケース

は、いまや一般的になりました。パブリッククラウドを採用する際に
は、クラウドシステム上の設定や挙動に対するセキュリティ対策な

のセキュリティをいくら確保しても、そのシステムにアクセスする環

境のセキュリティが十分でなければ、そのシステムは安全とは言えま

せん。

例えば、あなたが家の中を他人に見られないよう、部屋の中に監視

カメラを設置し、家具にセンサーを付けて移動したら気づくようにし

ど、クラウドならではのセキュリティが必要なことも認知されていま

たとします。ところが、出入り口に鍵をせず、窓にカーテンをつけな

います。

らは丸見えですね
（図1）
。

実はもう1つ、忘れてはいけない大事な観点があります。それは、
「ク

ティ対策」
に注目し、対策例を紹介します。

す。具体的に気をつけることはP3～6のPart1、Part2でもご紹介して
では、クラウドシステムのセキュリティはそれで十分でしょうか？

かったらどうでしょうか？家の中を十分に守っていたとしても、外か

本稿では、そんな
「クラウドにアクセスする環境の物理セキュリ

ラウドにアクセスする環境をいかに安全にするか」
です。クラウド上
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図1

クラウド上をいくら守っても、
「外から丸見え」

家の中のセキュリティを確保しても、

クラウドシステム上のセキュリティを確保しても、

カーテンがなければ

アクセス環境のセキュリティが

窓から丸見え

確保されていなければ丸見え

2

クラウド環境へのアクセス許可範囲の考え方

皆さまの組織では、すでにオンプレミスのシステムを扱う中で物理

セキュリティを考えて運用を行っていることでしょう。まずはオンプ

レミスとクラウドに対するアクセス方法を比較してみます。

オンプレミスの考え方は、
「データセンターでのみアクセスできる

システムに対し、触れる範囲をどこまで広げるか」
です。データセン
ター内の機器に対して自社オフィスなどの開発・保守拠点から専用回
線を引き、
「高セキュリティエリア」
などと呼ぶ専用アクセスルームか

ら触れるようにするのが一般的です。

データセンターでは入館申請・身分証の提示・警備員のチェック・

ラックキーの貸与・コンソールログインパスワードの貸与、開発・保守

拠点でも入室申請・警備員のチェック・端末パスワードの貸与・リモー

トログインパスワードなどを行っていたことでしょう。

一方、クラウドシステムの考え方は
「どこからでもアクセスできる

システムに対し、触れる範囲をどこまで狭めるか」
です。パブリック

クラウドでは、そもそも自ら管理するデータセンターがありません。
そのため、デフォルトではインターネット上に開放しているリソース

を、アクセス設定の制御によりどこから触れるようにするか制限をか

けていくことになります。

このとき、オンプレミスシステム同様に専用アクセスルームからの

み触れるようにするのか、あるいはもう少しアクセス制限を緩めるの
かを考える必要があります
（図2）
。

図2

オンプレミスとクラウドにおけるアクセスの考え方
データセンター

専用
アクセス
ルーム

開発・
保守拠点
（1）

クラウドシステム

開発・
保守拠点

専用
アクセス
ルーム

オフィス
専用
アクセス
ルーム

開発・
保守拠点
（2）

オンプレミスの
システム

データセンター内でのみアクセスできるシステムを、
開発・保守拠点でも触れるようにアクセス範囲を広げていく

クラウド環境へのアクセス許可の与え方は、制限が強い順に以下

の4種類に分類できます。

【1】オンプレミスと同様に専用ルームからのみアクセス可能

自宅
など

クラウドのシステム

どこからでもアクセスできるシステムを、
どこから触れるようにするかアクセス範囲を狭めていく

録画したりすることで不正操作の抑止や問題発生時の調査を可能に
するなどの対応も行うとよいでしょう。

また、アクセス元端末を一般業務にも利用しているという点で注

【2】オフィスネットワークからのみアクセス可能

【3】VPNなどでのリモートアクセスを含むオフィスネットワーク
からのみアクセス可能

【4】どこからでもアクセス可能

アクセス許可範囲を広げるほど、利便性は高まりますがセキュ

意が必要です。一般業務に利用する端末はインターネットに接続し
ています。そのため、マルウェアやランサムウェアなど悪意をもっ

たプログラムへの対策が必須であり、テレワークの増加に伴い一般
的になったEDR※1の導入は必須であると言えます。

また、
【3】はテレワーク環境となるため、テレワークにおいて実施

リティ上の考慮事項は増えます。
【1】は多くの場合、AWSのDirect

する必要のあるセキュリティ対策を行うことが前提となります。近

ンターネットワークとクラウドネットワークを接続し、データセン

にVPNを利用している場合にはVPN機器のソフトウェアを最新に

ConnectやAzureのExpressRouteなどにより自組織のデータセ
ターネットワーク経由でクラウド環境にアクセスするケースです。
もともと構築している専用アクセスルームの仕組みをほぼ流用で

きることから、これまでの運用と大きな変更はありません。一方で、
専用アクセスルームからでしかクラウド環境にアクセスできないた

め、クラウドを利用するメリットの1つであるアクセスの柔軟性は
損なわれます。

【2】は【1】から少しアクセス元を広げて、専用アクセスルームから

だけではなくオフィスの一般業務用の社内ネットワークからアクセ

年ゼロトラストの概念が広まりつつありますが、リモートアクセス

保つことももちろん必要です。リモートアクセスの仕組みとしてリ
モートデスクトップツールを採用する、あるいはUSBブートによる

疑似シンクライアント化を採用するなどの仕組みも検討できます。
ネットワーク機能とセキュリティ機能を一体として提供するSASE

※2によるリモートアクセス状況の可視化、セキュリティ監視・運用

センター（SOC※3）によるアクセス状況の監視などを実施すれば、さ

らにセキュリティレベルは上げられます。

【4】は世界中のどこからでも接続可能にする考え方であり、最も

ス可能とするケースであり、
【3】はさらに自宅などのテレワーク環

柔軟性が高い一方で、最も強固なセキュリティ対策が求められる

ら直接クラウド環境へ接続するのではなく、踏み台端末（物理端末

る本人認証の強化、特定端末からのみ接続を許可する端末認証の利

境からもアクセス可能とするケースです。このケースでは、端末か
や仮想デスクトップ環境）・踏み台サーバなどを経由させる方式と

し、クラウド環境へのアクセスログを取得・監視したり、操作動画を
図3

ケースです。
【3】の対策に加えて、端末利用時の二要素認証などによ

用、普段と異なる場所や時間帯の不審なアクセスに対しての追加認
証など、強固な認証・セキュリティ対策が必要です（図3）。

クラウドにアクセスする際のセキュリティ
クラウドにアクセスする際のセキュリティ
アクセス元端末の安全性確保

クラウド上のセキュリティ

アクセス履歴・操作履歴の取得
VPNなどリモートアクセス装置の
脆弱性対策

ネットワークアクセス状況の取得

クラウド環境に接続・操作する側の対策を実施

3

クラウド環境に対する対策を実施

おわりに

パブリッククラウドの活用には、クラウド上のセキュリティ対策

ウハウと、テレワーク環境で導入した仕組みを組み合わせるものに

であるという意識を持つことが大事です。有効な対策の多くは、オ

のセキュリティ対策も適切に実施し、日々多くの便利なサービスが

だけでなくクラウドへのアクセス環境のセキュリティ対策も必須
ンプレミスのシステムを開発・運用する中で各組織が培ってきたノ
※1
※2
※3

なっています。クラウド上だけでなく、クラウドにアクセスする際
リリースされるパブリッククラウドを活用していきましょう。

EDR：Endpoint Detection and Responseの略称で、サイバー攻撃を検出して対応するために使用するエンドポイント・セキュリティ・ソリューションのこと。パターンマッチングによる対応を行う従来のウィルス対策ソフ
トと異なり、挙動の監視・記録により未知の攻撃方法への対策や侵入経路の特定、影響範囲の特定が可能。
SASE：Secure Access Service Edgeの略称で、ネットワーク機能とセキュリティ機能が一体となったプラットフォームを用いて、ネットワークを通じたアクセスのセキュリティを確保する考え方。
SOC：Security Operation Centerの略称で、24時間365日体制でネットワークやデバイスを監視し、サイバー攻撃の検出や分析、対応策のアドバイスを行う組織のこと。
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傾向分析

セキュリティ診断結果の傾向分析【2020年版】
Webアプリケーション診断ならびにプラットフォーム診断
花岡 顕助

紺野 祐也

セキュリティアセスメント部
担当部長
2002年ラック入社後、セキュリティ監視センターJSOCで
監視サービス業務に従事。2013年よりWebアプリケー
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警察庁※1によると、2020年に観測された、国内サーバに対するインターネット経由での不審なアクセス件数は1日・1IPアドレス
当たり6,506件でした（サイバー攻撃の対象を探索しているとみられるアクセスを含む）
。前年比では1.5倍に増加しており、サイ
バー空間における脅威が高まっていることが読み取れます。本稿では、Webアプリケーション診断とプラットフォーム診断の結果
を分析するとともに、お客様の対策状況や検出されやすい脆弱性を解説します。

1

40%のWebアプリと、26%のホストに対策を必要とする重要な脆弱性が存在

2020年に実施したセキュリティ診断の傾向を分析したところ、

を必要とする脆弱性が検出されました。2019年の検出状況（25％）

脆弱性（High／Mediumリスク ※2）が検出された割合は、Webアプ

と比較しても、ほとんど変化はありませんでした。

全ホストの26％に上りました（図1）。

図１ 重要な脆弱性を検出した診断対象の割合

リケーション診断では全サイトの40%、プラットフォーム診断では
Webアプリケーション診断では、2019年と比較して検出割合が

8ポイント減少しました。減少の主な要因として、近年お客様組織に
おけるセキュリティ対策が普及・向上したことが考えられます。と

はいえ、40%の割合で対策を必要とする脆弱性が作り込まれている

9

ことが現状であり、依然としてWebアプリケーション開発時におけ

40％

26％

Webアプリケーション診断

プラットフォーム診断

るセキュリティ対策の強化が望まれます。

プラットフォーム診断では、全ホストのうち26％のホストで対策

2

Webアプリケーション診断の検出傾向

近年はセキュリティ対策への関心が高まり、重要な脆弱性を検出

するサイト数は全体的に減少傾向にあります。2020年の統計分析

●2020年に多く検出した脆弱性

2020年のWebアプリケーション診断で検出した重要な脆弱性の

においても減少（改善）する結果となりました（図2）。

うち上位10件（表1）を2019年と比較した結果、若干の順位変動は

た診断実施数が例年よりも減少したことが挙げられます。その一方

は①サイトのHTTPS対応の不備（表1の1,6位）、②入力値検証の不

れは新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、社会的に経済活動が鈍

ことができ、①②でほとんどを占めています。

の診断時により多くの重要な脆弱性を検出する傾向があることか

表1 2020年に検出した脆弱性 上位10件

また、2020年の特徴として、新規システムのリリースを目的とし

あるものの、脆弱性の種類は前年と同じでした。問題点の発生原因

で、既存システムの定期監査目的の診断実施は堅調傾向でした。こ

備（2,4,5,7～10位）、③セキュリティ設計上の不備（3位）に分類する

化したことが背景にあると推測されます。一般的に、新規システム

ら、減少傾向にあった重要な脆弱性を検出したサイト数の割合が、
例年よりもさらに減少したと考えられます。
図2 リスクレベル別

診断対象Webサイトの割合
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80%

Highリスク
を検出

60%
Mediumリスク
を検出

40%

Lowリスク・
補足事項を検出、
検出なし
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0%

※1
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2016

2017

2018

2019

2020

順位

脆弱性の種別

割合

順位比較（対前年）

11.1%

➡

1

HTTPSのCookieにsecure属性の指定なし

2

クロスサイトスクリプティング

9.3%

➡

3

URLに重要な情報を格納

8.3%

㆖㆖前年5位

4

クロスサイトリクエストフォージェリ

7.7%

➡前年3位

5

データ識別子改ざんによるシステム不正利用（機微な情報の露出） 6.1%

➡前年4位

6

HTTPで重要な情報を送信

4.5%

㆖前年7位

7

権限昇格が可能
（機微な情報の露出）

3.6%

➡前年6位

8

SQLインジェクション

3.2%

➡

9

強制ブラウジング

2.0%

㆖前年10位

診断時の送信データによるシステム停止

1.9%

➡前年9位
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●セキュリティ対策の不備が複数種類の脆弱性を生み出す

重要な脆弱性を検出したサイトのうち約4割（全体の約17%に相

当）では、同一サイト内で重要な脆弱性を複数種類検出していまし

警察庁：
「令和２年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R02_cyber_jousei.pdf
High／Mediumリスク：ラックは独自基準により、High/Medium/Lowの3段階でリスクレベルを定めている。

た（図3）。このようなサイトで検出した脆弱性のほとんどが表1の
上位10件にランクしており、目新しい傾向はないことから、過去の

開発案件の資産（コードなど）の流用などにより、結果的に複数種類

図3 同一サイトで重要な
脆弱性を複数検出した
サイト数の割合

の脆弱性が意図せず作り込まれてしまったものと考えられます。

図4 重要な脆弱性を複数種類
検出したサイト数の割合
35%
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一方で、重要な脆弱性が同時に複数検出されるサイトの割合は図

30%

約半分程度まで下がっています。その理由として、近年のWebアプ

25%
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4に示す通り年々減少しており、その割合は2016年(32%)に比べて
リケーション開発で利用する開発言語やフレームワークなどで予め

セキュリティ対策がなされており、脆弱性が作り込まれにくくなっ

重要な
脆弱性を
検出

ていることが挙げられます。

40％

開発環境には出来る限り新しいバージョンの開発言語やフレーム
ワークなどを利用することで、脆弱性の作り込みの未然防止を図る
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15%
10%

複数種類検出

17％

5%

ことが重要です。

3

22％

20%

より安全なWebアプリケーションを開発するためにも、開発プロ

セスの中で上流工程の段階からセキュリティ要件を盛り込むこと、

23％

0%
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2020

プラットフォーム診断の検出傾向

検出された脆弱性をカテゴリごとに分類すると、
「認可・権限・ア

クセス制御」が約8割を占めています（表2）。このカテゴリの脆弱性

は、ソフトウェアに起因する脆弱性（セキュリティパッチの未適用

2019年5月に報告されたものです。RDPはコロナ禍におけるテレ
ワークで使用する機会が増えており、より一層の警戒が必要です。

など）ではなく、人に起因するリスク（設定の不備など）です。ソフト

●ドメインコントローラに存在する特権昇格の脆弱性

持することや、セキュリティパッチが公開されたときに早急に適用

コード実行の脆弱性「Zerologon※3」が2020年9月に初めて報告さ

用ポリシーの見直しや権限／アクセス制限が適切に施されているか

るNetlogonプロトコルの暗号化処理における実装の不備により、

ウェア／ミドルウェアやOSが常に最新バージョンとなるように維
可能な運用体制を確立することなどが大切です。また、サーバの運
などのチェックや社員へのセキュリティ教育が重要です。

ドメイン管理者権限の取得が可能となる脆弱性です。この脆弱性は
だけでなく管理下のネットワークに所属するすべてのコンピュータ

割合

認可・権限・アクセス制御

78%

情報漏えい

21%

リソース管理の問題

れました。Zerologonは、Active Directoryのユーザ認証に使われ

PoCも公開されており、攻撃者に悪用されるとサーバの管理者権限

表2 検出された脆弱性のカテゴリ
脆弱性の種別

Windowsのドメインコントローラに存在する遠隔からの任意

がマルウェアに感染する恐れがあります。非常に危険性が高いため、
セキュリティパッチを適用するなどの早急な対策が必要です。

1%

●リモート診断とオンサイト診断の検出項目

●2020年に検出された脆弱性

インターネット経由で行うリモート診断では1割、内部ネット

表3は、対策を必要とする脆弱性の上位10件を示しています。1

ワーク経由となるオンサイト診断では6割のホストで対策を必要と

「セキュリティサポートの終了したソフトウェアの利用」がランクイ

断経路別にみると、リモート診断は1%未満の対象にまで抑えられ

位から3位まではログイン試行が可能な脆弱性が占めており、5位に

ンしています。サポートの終了したソフトウェアは脆弱性が新規に
報告されてもセキュリティパッチが公開されないなど、重大なリス

クが潜んでいる恐れがあります。サポートの終了したソフトウェア
を利用している場合は代替手段の利用やソフトウェアの利用中止と
いった対策が必要です。

10位 の「Windows OS の リ モ ー ト デ ス ク ト ッ プ プ ロ ト コ ル

（RDP）でリモートからコードが実行される脆弱性 (BlueKeep)」は、

脆弱性の名前

1

サービスへのパスワード認証を試行可能

37%

管理用Webコンソールにおいてパスワード認証を試行可能

14%
12%

3

HTTPサービスのWebコンテンツにおいてパスワード認証を試行可能

4

OpenSSH にユーザ名列挙の脆弱性

9%

5

セキュリティサポートの終了したソフトウェアの利用

5%

6

HTTPサービスにおけるシステム情報の取得

2%

7

WordPress の REST API にユーザ列挙の脆弱性

2%

8

SMB/NetBIOSサービスのNullセッションを利用した資源共有名の一覧情
報の取得

2%

9

SNMPサービスにおいて読み込み可能なコミュニティ名が推測可能

1%

Windows OS のリモートデスクトッププロトコルでリモートからコード
が実行される脆弱性 (BlueKeep)

1%

※3

限されていないケースが多くリモート診断よりも数値が高い傾向に
あります。そのため、リモート診断で検出される脆弱性に加えて、ア
クセス制御に関する脆弱性が多く検出される傾向があります。

Highリスクを検出したホストでは、OSやミドルウェアの管理機

能にデフォルトパスワードなどでログイン可能といった脆弱性など

が検出されています。脆弱なホストを踏み台にした攻撃や内部犯行
の脅威を考慮して、外部公開されていないサービスへのアクセス制

検出割合

2

10

ていますが、オンサイト診断では、各種サービスへのアクセスが制

御やパスワードポリシーについて対策を講じる必要があります。

表3 2020年に検出された重要な脆弱性 上位10件
順位

する脆弱性が検出されています（図5）。Highリスクの検出割合を診

図5 リスクレベル別
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リモート診断
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Zerologon：ラック
「【注意喚起】Windowsとネットワーク管理者権限を一撃で乗っ取る、脆弱性「Zerologon」対策について」https://www.lac.co.jp/lacwatch/alert/20201022_002304.html

検出なし
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