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Reports on Computer Systems Technology 
 
The Information Technology Laboratory (ITL) at the National Institute of Standards and 
Technology (NIST) promotes the U.S. economy and public welfare by providing technical 
leadership for the Nation’s measurement and standards infrastructure. ITL develops tests, 
test methods, reference data, proof of concept implementations, and technical analysis to 
advance the development and productive use of information technology. ITL’s 
responsibilities include the development of technical, physical, administrative, and 
management standards and guidelines for the cost-effective security and privacy of sensitive 
unclassified information in Federal computer systems. This Special Publication discusses 
ITL’s research, guidance, and outreach efforts in computer security, and its collaborative 
activities with industry, government, and academic organizations. 
 

National Institute of Standards and Technology（NIST）における Information Technology 

Laboratory （ITL）は、国内のインフラストラクチャに関する基準と標準に対して、技術的なリー

ダーシップを提供することで、米国の経済および公共の福祉を促進する。 ITL は、IT に関する効果

的な開発と利用を推進するために、テストおよび、テスト方式、リファレンス･データ、POC（proof 

of concept ）の実装、そしてテクニカルな分析を展開する。 ITL の責任として含まれるものには、

連邦政府のコンピュータ･システムにおける Sensitive Unclassified Information の、費用効果の高

いセキュリティとプライバシーのための、技術／物理／運用／管理の側面を考慮した、スタンダード

とガイドラインの作成が挙げられる。この Special Publication では、ITL におけるコンピュータ･セ

キュリティの、調査研究および、ガイダンス、支援活動について、また、産学官と協調して進めるア

クティビティについて記述していく。 

 
 

National Institute of Standards and Technology Draft Special Publication 800-144 
60 pages (Jan. 2011) 

 

 
Certain commercial entities, equipment, or materials may be identified in this document 
in order to describe an experimental procedure or concept adequately. Such 
identification is not intended to imply recommendation or endorsement by the National 
Institute of Standards and Technology, nor is it intended to imply that the entities, 

materials, or equipment are necessarily the best available for the purpose. 
 

このドキュメントでは、実験から得た方式や概念の適正を説明するために、特定の商

用的な装置や材料などの存在について、記述するかもしれない。なお、それらの特定

されたものが、National Institute of Standards and Technology により、推薦ある

いは是認されるという意図はない。さらに、それらの商用的な装置や材料などが、対

象となる目的にとって最適だという、暗示的な意図も存在しない。 

 

 

 

 

 

  



Abstract 
 
Cloud computing can and does mean different things to different people. The 
common characteristics most share are on-demand scalability of highly available and 
reliable pooled computing resources, secure access to metered services from nearly 
anywhere, and dislocation of data from inside to outside the organization. While 
aspects of these characteristics have been realized to a certain extent, cloud 
computing remains a work in progress. This publication provides an overview of the 
security and privacy challenges pertinent to public cloud computing and points out 
considerations organizations should take when outsourcing data, applications, and 
infrastructure to a public cloud environment.  
 
クラウド･コンピューティングとは、それぞれの人々に対して、それぞれの意味をもたらすものであ

る。 それらの意味において、オンデマンドでスケールする、きわめて可用性の高い、共有が可能な

コンピューティング･リソースを、どこからでも従量制で利用できるようにし、また、データの置き

場所を組織の内から外へと移行させるという概念が、大半の人々が共有されている。それらの特質に

おける側面は、ある程度まで具体化されているが、依然としてクラウド･コンピューティングは進化

の途上にある。 このドキュメントは、パブリック･クラウド･コンピューティングに関連する、セキ

ュリティとプライバシーの課題についての概要を提供する。さらに、パブリック･クラウド環境へ向

けて、データ／アプリケーション／インフラストラクチャをアウトソースする際に、その対象となる

組織が考慮すべき点について指摘していく。 

 
 
Keywords: Cloud Computing; Computer Security and Privacy; Information 
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Executive Summary 

 
Cloud computing has been defined by NIST as a model for enabling convenient, on-
demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., 
networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly 
provisioned and released with minimal management effort or cloud provider 
interaction [Mel09]. Cloud computing technologies can be implemented in a wide 
variety of architectures, under different service and deployment models, and can 
coexist with other technologies and software design approaches. The security 
challenges cloud computing presents, however, are formidable, especially for public 
clouds whose infrastructure and computational resources are owned by an outside 
party that sells those services 
to the general public. 
 
NIST により定義されるクラウド･コンピューティングとは、コンフィグレーションが可能なコンピ

ューティング･リソース（たとえばネットワーク／サーバー／ストレージ／アプリケーション／サー

ビス）の共有プールへアクセスするための、オン･デマンド･ネットワークであり、利便性を実現する

ためのモデルである。 それにより、最小限のマネージメントあるいは、クラウド･プロバイダーとの

やり取りにより、迅速なデプロイメントとリリースが達成される［Mel09 ］。 クラウド･コンピュー

ティング･テクノロジーは、異なるサービスとデプロイメントのモデルに準じて、多様なアーキテク

チャにより実装され、他のテクノロジーやソフトウェアのデザイン･アプローチと共存することにな

る。 しかし、クラウド･コンピューティングが提示するセキュリティの課題は、とりわけ、そのイン

フラストラクチャとコンピューティングのリソースを外部に依存する、パブリック･クラウドにおい

て手ごわいものとなる。なぜなら、それらのサービスは、不特定多数の組織に販売されるものである

からだ。 
 
The emergence of cloud computing promises to have far-reaching effects on the 
systems and networks of federal agencies and other organizations. Many of the 
features that make cloud computing attractive, however, can also be at odds with 
traditional security models and controls. The primary purpose of this report is to 
provide an overview of public cloud computing and the security and privacy 
considerations involved. More specifically, this document describes the threats, 
technology risks, and safeguards surrounding public cloud environments, and their 
treatment. 
 
この、クラウド･コンピューティングの出現は、連邦政府の行政機関や他の組織におけるシステムと

ネットワークの、広範囲に影響をおよぼすと思われる。 しかし、クラウド･コンピューティングを魅

力的なものにする数多くの機能は、それまでのセキュリティのモデルとコントロールおよび制御と、

相反するものになり得る。このレポートの主たる目的は、パブリック･クラウド･コンピューティング

および、それに関連するセキュリティとプライバシーに関して、概要を提供することである。さらに

限定すると、このドキュメントでは、パブリック･クラウド環境に遍在する、脅威／テクノロジー･リ

スク／保護について、また、その対応策について記述していく。 

 

The key guidelines from the report are summarized and listed below and are 
recommended to federal departments and agencies. 
 
このレポートに基づく、主要なガイドラインは要約され、以下にリストされている。 それらは、連

邦政府における各部局から推奨されているものである。 

 
 



Carefully plan the security and privacy aspects of cloud computing solutions before 
engaging them. 

 
As with any emerging information technology area, cloud computing should be 
approached carefully with due consideration to the sensitivity of data. Planning helps 
to ensure that the computing environment is as secure as possible and is in 
compliance with all relevant organizational policies and that data privacy is 
maintained. It also helps to ensure that the agency derives full benefit from 
information technology spending. 
 
IT として新たに生まれてくる、あらゆる領域と同様に、クラウド･コンピューティングにおいても、

そのデータの機密性については、慎重に考慮されるべきである。そのためのプランニングにより、対

象となるコンピューティング環境が、可能な限りセキュアであり、また、すべての適切で組織的なポ

リシーを遵守し、データ･プライバシーを維持してくことを支援する。 さらには、政府機関における 

IT 投資において、最大限のメリットを確実に得るようにもしていく。 

 
The security objectives of an organization are a key factor for decisions about 
outsourcing information technology services and, in particular, for decisions about 
transitioning organizational data, applications, and other resources to a public cloud 
computing environment. The information technology governance practices of the 
organizations that pertain to the policies, procedures, and standards used for 
application development and service provisioning, as well as the design, 
implementation, testing, and monitoring of deployed or engaged services, should be 
extended to cloud computing environments. 
 
組織におけるセキュリティ目標は、IT サービスをアウトソースするときにおいても、主要な判断要

因となる。 とりわけ、パブリック･クラウド･コンピューティング環境へ向けた、組織のデータやア

プリケーションなどのリソースを移行する際の判断において、その目標は重要となる。 組織におけ

る IT ガバナンスのプラクティスとは、アプリケーション開発およびサービス･プロビジョニングに

用いられる、ポリシー／プロシージャ／スタンダードに関連するものとなる。それだけではなく、デ

プロイされ運用されるサービスの、実装／テスト／モニタリングに関するプラクティスも、クラウ

ド･コンピューティング環境へ向けて展開されるべきである。 

 
To maximize effectiveness and minimize costs, security and privacy must be 
considered from the initial planning stage at the start of the systems development life 
cycle. Attempting to address security after implementation and deployment is not 
only much more difficult and expensive, but also more risky. 
 
最大の効果と最小のコストを達成するために、システムの開発ライフ･サイクルが始まる、最初のプ

ランニング･ステージから、セキュリティとプライバシーを考慮する必要がある。 実装とデプロイメ

ントが行われた後に、セキュリティに取り組むことは、きわめて困難であり、また、高額の費用を伴

うだけではなく、不要なリスクを抱え込むことにもなる。 

 
Understand the public cloud computing environment offered by the cloud provider and 
ensure that a cloud computing solution satisfies organizational security and privacy 
requirements. 
 

Cloud providers are generally not aware of a specific organization’s security and 
privacy needs. Adjustments to the cloud computing environment may be warranted 
to meet an organization’s requirements. Organizations should require that any 



selected public cloud computing solution is configured, deployed, and managed to 
meet their security, privacy, and other requirements. 
 
一般的に見て、クラウド･プロバイダーは、特定の組織で求められるセキュリティとプライバシーの

要件を理解しているわけではない。ただし、クラウド･コンピューティング環境を調整していくこと

で、それぞれの組織における要件は、確実に保証されていくだろう。 顧客である組織は、自身のセ

キュリティおよびプライバシーなどの要件を充たすために、選択された各種パブリック･クラウド･コ

ンピューティング･ソリューションの、コンフィグレーション／デプロイメント／マネージメントが

可能であるよう要求すべきである。 

 
Non-negotiable service agreements in which the terms of service are prescribed 
completely by the cloud provider are generally the norm in public cloud computing. 
Negotiated service agreements are also possible. Similar to traditional information 
technology outsourcing contracts used by agencies, negotiated agreements can 
address an organization’s concerns about security and privacy details, such as the 
vetting of employees, data ownership and exit rights, isolation of tenant applications, 
data encryption and segregation, tracking and reporting service effectiveness, 
compliance with laws and regulations, and the use of validated products meeting 
federal or national standards (e.g., Federal Information Processing Standard 140). 
 
一般には、クラウド･プロバイダにより完全に規定される、交渉の余地のないサービス･アグリーメン

トが、パブリック･クラウド･コンピューティングにおける標準となる。 同様に、協定で決められる

サービス･アグリーメントの実現も可能である。 政府機関が用いる従来からの IT アウトソーシング

契約に類似した、協定による サービス･アグリーメントにより、セキュリティとプライバシーの細部

について、組織の関心事を取り込むことが可能である。それらの細部としては、たとえば従業員の調

査や、データ所有権と持出し権、テナント･アプリケーションの隔離、データの暗号化と分離、トラ

ッキングとレポートのサービスに関する有効性、法律と規制の遵守、そして、連邦政府と国内のスタ

ンダード（例えば、 Federal Information Processing Standard 140）を充たしていることが確認

されたプロダクトの使用などが挙げられる。 

 
 
Critical data and applications may require an agency to undertake a negotiated 
service agreement in order to use a public cloud. Points of negotiation can negatively 
affect the economies of scale that a non-negotiable service agreement brings to 
public cloud computing, however, making a negotiated alternative less cost effective. 
As an alternative, the organization may be able to employ compensating controls to 
work around identified shortcomings in the public cloud service. 
 Other alternatives include cloud computing environments with a more suitable 
deployment model, such as a private cloud, which offers an organization greater 
oversight and control over security and privacy. 
 
重要なデータとアプリケーションを取り扱う政府機関は、パブリック･クラウドを使用するために、

交渉を経た協定による サービス･アグリーメントを確実に実施することが要求されるだろう。交渉す

る以前のアグリーメントは、パブリック･クラウド･コンピューティングに経済的な悪影響を与え、そ

の費用対効果を引き下げるというネガティブな側面を持つ。ただし、別の選択肢として、協定による

サービス･アグリーメントにより、元のパブリック･クラウド･サービスで識別される欠点を補うため

の、補助的な制御を採用できるかもしれない。たとえば、セキュリティとプライバシーについてさら

なる監査と制御を提供するプライベート･クラウドなどの、対象となる組織に適したディプロイメン

ト･モデルを用いるクラウド･コンピューティング環境を含めてである。 

 



Ensure that the client-side computing environment meets organizational security and 
privacy requirements for cloud computing. 

 
Cloud computing encompasses both a server and a client side. With emphasis 
typically placed on the former, the latter can be easily overlooked. Maintaining 
physical and logical security over clients can be troublesome, especially with 
embedded mobile devices such as smart phones. Their size and portability can 
result in the loss of physical control. Built-in security mechanisms often go unused or 
can be overcome or circumvented without difficulty by a knowledgeable party to gain 
control over the device. Because of their ubiquity, Web browsers are a key element 
for client-side access to cloud computing services. Clients may also entail small 
lightweight applications that run on desktop and mobile devices to access services. 
The various available plug-ins and extensions for Web browsers are notorious for 
their security problems. Many browser add-ons also do not provide automatic 
updates, increasing the persistence of any existing vulnerabilities. Similar problems 
exist for other types of clients. 
 
クラウド･コンピューティングとは、サーバーとクライアントの両サイドをカバーするものである。 

一般的に、前者が強調され、また、後者が軽視される傾向にある。 クライアントにおける物理／論

理セキュリティを維持するために、とりわけスマートフォンなどのようなエンベッド･モバイル･デバ

イスは、厄介なものになり得る。それらのサイズとポータビリティにより、物理的な制御が失われる

可能性がある。 ビルトインのセキュリティ･メカニズムが用いられるケースは少ないが、デバイスを

制御する知識を持ったグループにより、それに関連する問題を容易に解決／回避することができる。

それらはユビキタスなものであるため、Web ブラウザはクラウド･コンピューティング･サービスへ

アクセスするための、クライアント･サイドにおける重要な要件となる。 さらにクライアントは、サ

ービスにアクセスするために、デスクトップやモバイル･デバイス上で稼働する、軽量級のアプリケ

ーションを必要とするかもしれない。Web ブラウザに対するプラグインやエクステンションは、セ

キュリティの問題において悪評が高い。 さらに、多数のブラウザ･アドオンにおて、自動的な更新が

提供されないため、あらゆる脆弱性が引きずられることになる。それに似た問題が、他のクライアン

ト･タイプにも存在する。 

 

The increased availability and use of social media, personal Webmail, and other 
publicly available sites are a concern, since they can negatively impact the security 
of the client, its underlying platform, and cloud services accessed, through social 
engineering attacks. Having a backdoor Trojan, keystroke logger, or other type of 
malware running on a client device undermines the security of cloud or other Web-
based services. As part of the overall cloud computing security architecture, 
organizations should review existing measures and employ additional ones, if 
necessary, to secure the client side. 
 
 

の利用などが、セキュリティ上の関心事となっている。なぜなら、それらは、クライアントのセキュ

リティおよび、基本的なプラットフォーム、そしてクラウド･サービスに対して、ソーシャル･エンジ

ニアリング･アタックを介して悪影響をおよぼすからである。クライアント･デバイス上で、トロイの

木馬やキーストローク･ロガーなどの悪性ソフトが実行されると、クラウド や Web ベース･サービ

スをセキュリティが損なわれる。全体的なクラウド･コンピューティングにおけるセキュリティ･アー

キテクチャの一部としての、クライアント･サイドをセキュアに保つために、組織は必要に応じて、

これまでの措置を再検討し、また、人材の追加について考慮すべきである。 

 
 



Maintain accountability over the privacy and security of data and applications 
implemented and deployed in public cloud computing environments. 
 

Organizations should employ appropriate security management practices and 
controls over cloud computing. Strong management practices are essential for 
operating and maintaining a secure cloud computing solution. Security and privacy 
practices entail monitoring the organization’s information system assets and 
assessing the implementation of policies, standards, procedures, and guidelines that 
are used to establish and preserve the confidentiality, integrity, and availability of 
information system resources. 
 
それぞれの組織は、適切なセキュリティ管理プラクティスおよび、クラウド･コンピューティングに

関するコントロールを採用すべきである。セキュアなクラウド･コンピューティング･ソリューション

の運用と維持においては、強力なマネージメント･プラクティスが不可欠となる。 つまり、セキュリ

ティとプライバシーの実施においては、対象となる組織の IT 資産に対するモニタリングが必要とさ

れる。そして、IT システム･リソースの、機密性／完全性／可用性を確立／維持するために用いられ

る、ポリシー／スタンダード／プロシージャ／ガイドラインの実装について、その査定を必要とする。 

 
Assessing and managing risk in cloud computing systems can be a challenge. Both 
qualitative and quantitative factors apply in a risk analysis. Risks must be carefully 
weighed against the available technical, management, and operational safeguards 
and the necessary steps must be taken to reduce risk to an acceptable level. The 
organization must also ensure that security and privacy controls are implemented 
correctly, operate as intended, and meet its requirements. 
 
クラウド･コンピューティング･システムにおける、リスクの算出と管理は、チャレンジングなものに

なり得る。 リスクの分析には、質的な要因と、量的な要因が、適用される。 具体的なリスクについ

ては、専門的なテクノロジーとマネージメント、そして運用上の予防措置と天秤にかける必要がある。

そして、リスクを許容レベルまで引き下げるために、必要なステップを踏まなければならない。 さ

らに、それを実施する組織は、セキュリティとプライバシーのコントロールが、正確に実装され、意

図どおりに運用され、要件を充たすことを保証しなくてはならない。 

 
Establishing a level of confidence about a cloud service environment depends on the 
ability of the cloud provider to provision the security controls necessary to protect the 
organization’s data and applications, and also the evidence provided about the 
effectiveness of those controls [Jtf10]. Verifying the correct functioning of a 
subsystem and the effectiveness of security controls as extensively as with an 
organizational system may not be feasible in some cases, however, and other 
factors such as third-party audits may be used to establish a level of trust. Ultimately, 
if the level of confidence in the service falls below expectations and the organization 
is unable to employ compensating controls, it must either reject the service or accept 
a greater degree of risk. 
 
クラウド･サービス環境における信頼のレベルを確立することは、対象となる組織のデータとアプリ

ケーションを守るために必要な、セキュリティ･コントロールを提供する、クラウド･プロバイダの能

力に依存する。さらに、それらのコントロールに有効性について提供される、証明書にも依存するこ

とになる [Jtf10]。 しかし、サブシステムが正常に機能することの確認や、組織のシステムと同様の

広がりを持つ、正キュリティの有効性に関する確認は、いくつかのケースにおいて実現できないかも

しれない。そして、信頼のレベルを確立するために、サードーパーティによる監査などの、別の要素

が利用されるかもしれない。最終的に、対象となるサービスの信頼レベルが期待値を下回り、さらに、



その組織による補助的な制御が利用できない場合には、そのサービスの拒絶もしくは、膨大なリスク

の受け入れを、選択することになる。 
 
In general, organizations should have security controls in place for cloud-based 
applications that are commensurate with or surpass those used if the applications 
were deployed in-house. Cloud computing is heavily dependent on the individual 
security of each of its many components, including those for self-service, quota 
management, and resource metering, plus the hypervisor, guest virtual machines, 
supporting middleware, deployed applications, and data storage. Many of the 
simplified interfaces and service abstractions belie the inherent complexity that 
affects security. Organizations should ensure to the extent practical that all of these 
elements are secure and that security is maintained based on sound security 
practices. 
 
一般的な組織は、対象となるアプリケーションがインハウスで展開される場合と比較して、同等以上

のセキュリティ･コントロールを、クラウドベース･アプリケーションのために持つべきである。 ク

ラウド･コンピューティングは、数多くのコンポーネントが提供する、それぞれのセキュリティに、

きわめて依存している それらのコンポーネントとしては、セルフ･サービスや、量的な制限、リソー

ス測定などに加えて、ハイパーバイザーや、ゲスト仮想マシンは、ミドルウェアのサポート、そして

ディプロイされたアプリケーションとデータ･ストレージなどが挙げられる。 その単純化されたイン

ターフェイスと、サービスの抽象概念の多くが、セキュリティに影響を与える固有の複雑さと相反す

る。 それぞれの組織は、それら全ての要素がセキュアである実質的な範囲を指定し、また、それら

のセキュリティが、健全なセキュリティ･プラクティスをベースにして保持されることを保証すべき

である。 

 

1.Introduction 
 

Interest in cloud computing has rapidly grown in recent years due to the advantages 
of greater flexibility and availability of computing resources at lower cost. Security 
and privacy, however, are a concern for agencies and organizations considering 
migrating applications to public cloud computing environments, and form the impetus 
behind this document. 
 
クラウド･コンピューティングに対する関心が、近年において高まっている背景として、より低いコ

ストにおいて、これまで以上の柔軟性と可用性を備えた、先進的なコンピューティング･リソース存

在がある。 しかし、セキュリティとプライバシーは、パブリック･クラウド･コンピューティング環

境へ向けてアプリケーションを移行しようとする、政府の機関と組織の関心事であり、また、このド

キュメントの背景にある問題を構成している。 

1.1 Authority 
 
The National Institute of Standards and Technology (NIST) developed this document 
in furtherance of its statutory responsibilities under the Federal Information Security 
Management Act (FISMA) of 2002, Public Law 107-347. 
 
National Institute of Standards and Technology (NIST) は、Federal Information Security 

Management Act (FISMA) of 2002, Public Law 107-347 に基づき、自身が制定する社会的責任

を達成するために、このドキュメントを作成した 



 
NIST is responsible for developing standards and guidelines, including minimum 
requirements, for providing adequate information security for all agency operations 
and assets; but such standards and guidelines shall not apply to national security 
systems. This guideline is consistent with the requirements of the Office of 
Management and Budget (OMB) Circular A-130, Section 8b(3), “Securing Agency 
Information Systems,” as analyzed in A-130, Appendix IV: Analysis of Key Sections. 
Supplemental information is provided in A-130, Appendix III. 
 
NIST は、すべての政府機関における運用と資産に関して、適切な情報セキュリティを提供するため

に、必要最小限の要件を取り込んだ、スタンダードとガイドラインの作成に責任を負う。 ただし、

それらのスタンダードとガイドラインは、国家機密システムに適用されるべきものではない。なお、

ここで言うガイドラインとは、Office of Management and Budget (OMB) Circular A-130 の 

Section 8b(3) にあり、A-130 で分析された “Securing Agency Information Systems” および、

Appendix IV: Analysis of Key Sections における要件により構成されている。また、補完的な情報

は、A-130 の Appendix III で提供される。 

 
This guideline has been prepared for use by Federal agencies. It may be used by 
nongovernmental organizations on a voluntary basis and is not subject to copyright, 
though attribution is desired. 
 
このガイドラインは、連邦政府の各機関で使用されることを前提に容易されたものである。また、ボ

ランティア･ベースの非政府組織により使用される可能性を持ち、また、コピーライトに制約されな

いが、帰属権への尊重が望まれる。 

 
Nothing in this document should be taken to contradict standards and guidelines 
made mandatory and binding on Federal agencies by the Secretary of Commerce 
under statutory authority, nor should these guidelines be interpreted as altering or 
superseding the existing authorities of the Secretary of Commerce, Director of the 
OMB, or any other Federal official. 
 
このドキュメントは、法的な権限に基づく Secretary of Commerce により、連邦政府の機関に対

して強制と拘束をもたらす、スタンダードとガイドラインに矛盾するものとものではない。同様に、

これらのガイドラインは、Secretary of Commerce における既存の権限および、OMB の方針、そ

して連邦政府の関係者に対して、変更や置換えを促すものとして解釈されるべきでもない。 
 

1.2 Purpose and Scope 
 
The purpose of this document is to provide an overview of public cloud computing 
and the security and privacy challenges involved. The document discusses the 
threats, technology risks, and safeguards for public cloud environments, and 
provides the insight needed to make informed information technology decisions on 
their treatment. 
 
このドキュメントの目的は、パブリック･クラウド･コンピューティングの概要と、それに付随するセ

キュリティとプライバシーの課題を提供することにある。また、このドキュメントでは、パブリッ

ク･クラウド環境に遍在する、脅威／テクノロジー･リスク／保護について、また、その対応策で用い

る IT の選択に精通するために必要な、洞察について記述していく。 
 



1.3 Audience 
 
The intended audience for this document includes the following categories of 
individuals: 
 
このドキュメントの読手として想定されるのは、以下のカテゴリに属する個人となる： 

 
 

System managers, executives, and information officers making decisions 
about cloud computing initiatives 
 
クラウド･コンピューティングの方向性について、判断をくだす立場にある、システム･マネ

ージャおよび、経営者、CIOなど。 

 
Security professionals, including security, security administrators, auditors, 
and others with responsibility for information technology security 
 
セキュリティ担当役員および、セキュリティ管理者／監査人などの、ITの セキュリティに責

任をもつ、セキュリティ･プロフェッショナルたち。 

 
Information technology program managers concerned with security and 
privacy measures for cloud computing 
 
クラウド･コンピューティングにおけるセキュリティとプライバシーの基準に関心をもつ、

IT プログラム･マネージャたち。 
 
System and network administrators 
システムとネットワークの管理者たち。 

 
Users of public cloud computing services. 
 
パブリック･クラウド｡サービスにおけるユーザーたち。 

 
This document, while technical in nature, provides background information to help 
readers understand the topics that are covered. The material presumes that readers 
have some minimal operating system and networking expertise and a basic 
understanding of cloud computing. Because of the evolving nature of security and 
privacy considerations in cloud computing, readers are expected to take advantage 
of other resources for more detailed and current information. These resources 
include the various publications listed or referenced in this document, the majority of 
which are available on-line. 
 
このドキュメントは、本質的にテクニカルなものであるが、ここで取り上げられるトピックの理解を

促進するために、それらの背景となる情報も提供する。 また、一連の資料において想定している読

手は、オペレーティング･システムおよびネットワーキングについて最小限の知識を有し、クラウド･

コンピューティングの基本を理解しているものとする。クラウド･コンピューティングにおいて、セ

キュリティとプライバシーを考慮するという、本質的な展開が促進されているため、他のリソースか

ら読者たちは、さらに詳細な情報や、最新の情報を得ていると推測する。それらのリソースは、この

ドキュメントで参照される各種の出版物を含むが、その大半はオンラインで入手できるものである。 

 



1.4 Document Structure 
 
The remainder of this document is organized into the following chapters: 
 
これ以降の本ドキュメントは、以下の Chapter で構成されている： 

 
Chapter 2   presents an overview of public cloud computing. 

Chapter 3   discusses the benefits and drawbacks of public cloud services from a 

security and privacy perspective. 

Chapter 4   discusses key security and privacy issues in public cloud computing and 

precautions that can be taken to mitigate them. 

Chapter 5   provides guidance on addressing security and privacy issues when 

outsourcing support for data and applications to a cloud provider. 

Chapter 6   presents a short conclusion. 

Chapter 7   contains a list of references. 

 

Chapter 2   パブリック･クラウドの概要を提供。 

Chapter 3   パブリック･クラウド･サービスの長所／短所を、セキュリティとプライバシー

の観点から解説。 

Chapter 4   パブリック･クラウド･コンピューティングにおける、セキュリティとプライバ

シーに関連する主たる問題を解説し、それらを緩和するための予防措置につい

ても触れる。 

Chapter 5   データとアプリケーションのサポートを、クラウド･プロバイダーにアウトソー

スする際に、セキュリティとプライバシーを取り扱うためのガイダンスを提供。 

Chapter 6   まとめを提供。 

Chapter 7   リファレンス･リストを提供。 
 
The document also has appendices that contain supporting material: A list of 
acronyms is given in Appendix A and a list of other resources can be found in 
Appendix B. 
 
さらに、このドキュメントでは、以下の Appendix が含まれる：Appendix A では頭文字による用語

を、Appendix B では他のリソース･リストを提供する。 

 

2. Background 
 
Cloud computing has been defined by NIST as a model for enabling convenient, on-
demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., 
networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly 
provisioned and released with minimal management effort or cloud provider 
interaction [Mel09]. Cloud computing can be considered a new computing paradigm 
insofar as it allows the utilization of a computing infrastructure at one or more levels 
of abstraction, as an on-demand service made available over the Internet or other 
computer network. Because of the implications for greater flexibility and availability at 
lower cost, cloud computing is a subject that has been receiving a good deal of 
attention lately. 
 



NIST により定義されるクラウド･コンピューティングとは、コンフィグレーションが可能なコンピ

ューティング･リソース（たとえばネットワーク／サーバー／ストレージ／アプリケーション／サー

ビス）の共有プールへアクセスするための、オン･デマンド･ネットワークであり、利便性を実現する

ためのモデルである。クラウド･コンピューティングは、オン･デマンド･サービスがインターネット

や他のコンピュータ･ネットワーク上で利用でき、複数の抽象レベルでコンピューティング･インフラ

ストラクチャを使用できる場合において、新しいコンピューティング･パラダイムとして捉えること

ができる。素晴らしい柔軟性と可用性が、きわめて低いコストで得られるという意味合いにより、ク

ラウド･コンピューティングは最近になって、多くの注目を集めるテーマになっている。 

 
Cloud computing services benefit from economies of scale achieved through 
versatile use of resources, specialization, and other practicable efficiencies. However, 
cloud computing is an emerging form of distributed computing that is still in its 
infancy. The term itself is often used today with a range of meanings and 
interpretations [Fow09]. Much of what has been written about cloud computing is 
definitional, aimed at identifying important paradigms of use and providing a general 
taxonomy for conceptualizing important facets of service. 
 
クラウド･コンピューティング･サービスのメリットは、広範囲におよぶリソースの利用と、特化され

たノウハウの活用、実現可能な効率化を介して達成される、規模の経済によりもたらされる。 しか

し、クラウド･コンピューティングは、依然として初期段階にある分散コンピューティングから、新

たに出現したものである。 その用語自身は、広範囲におよぶ意味と解釈のもとで、今日では頻繁に

使われるようになっている［ Fow09 ］。 クラウド･コンピューティングについて、その定義に関す

る数多くの記述があるが、サービスの重要な側面を概念化することについて、重要で役に立つパラダ

イムを識別し、一般的な分類を提供する傾向にある。 

 
Public cloud computing is one of several deployment models that have been defined. 
A public cloud is one in which the infrastructure and other computational resources 
that it comprises are made available to the general public over the Internet. It is 
owned by a cloud provider selling cloud services and, by definition, is external to an 
organization. At the other end of the spectrum are private clouds. A private cloud is 
one in which the computing environment is operated exclusively for an organization. 
It may be managed either by the organization or a third party, and may be hosted 
within the organization’s data center or outside of it. A private cloud gives the 
organization greater control over the infrastructure and computational resources than 
does a public cloud. 
 
パブリック･クラウド･コンピューティングは、すでに定義されてている、いくつかのデプロイメン

ト･モデルの １つである。 パブリック･クラウドとは、ここで言うインフラストラクチャと、それを

構成するコンピューティング･リソースを、インターネット上で一般に対して提供するものとなる。 

そして、定義としては、クラウド･サービスを販売するクラウド･プロバイダーにより所有され、顧客

の組織外に配置されるものとなる。 この分類における対極には、プライベート･クラウドが存在する。 

プライベート･クラウドは、そのコンピューティング環境を、組織のために占有して運用するものと

なる。 この環境は、対象となる組織あるいはサードパーティーにより管理され、また、組織のデー

タセンター、あるいは、外部にホストされるだろう。プライベート･クラウドは、パブリック･クラウ

ドと比較して、インフラストラクチャとコンピューティング･リソースに対して、大幅なコントロー

ルを提供する。 

 
Two other deployment models that fall between public and private clouds are 
community clouds and hybrid clouds. A community cloud is somewhat similar to a 
private cloud, but the infrastructure and computational resources are shared by 



several organizations that have common privacy, security, and regulatory 
considerations, rather than for the exclusive use of a single organization. A hybrid 
cloud is a composition of two or more clouds (private, community, or public) that 
remain unique entities but are bound together by standardized or proprietary 
technology that enables interoperability. Just as the different deployment models 
affect an organization’s scope and control over the computational environment of a 
cloud, so too does the service model supported by the cloud affect them. Three well-
known and frequently-used service models are the following [Lea09, Vaq09, You08]: 
 
パブリックとプライベートの間に置かれる、他の 2つのデプロイメント･モデルは、コミュニティ･ク

ラウドとハイブリッド･クラウドである。 いくぶん、コミュニティ･クラウドはプライベート･クラウ

ドに類似しているが、そのインフラストラクチャとコンピューティング･リソースは、共通のプライ

バシー／セキュリティ／法的考察を有する複数の組織により共有され、単独の組織における排他的な

使用を考慮したものにはならない。 ハイブリッド･クラウドはユニークなエンティティを、そのまま

保持するが、インターオペラビリティを実現するスタンダード／プロプライエタリなテクノロジーに

よりバインドされる、2つ以上のクラウド（プライベート／コミュニティ／パブリック）による複合

物となる。一連のディプロイメント･モデルが、組織におけるクラウド･コンピューティング環境の範

囲と制御に影響を与えるのと同時に、そのクラウドにおけるサービス･モデルも、それらの影響を与

えることになる。 広く知られ、頻繁に用いられる3つのサービス･モデルは、以下のとおりである

［ Lea09、Vaq09、You08 ］： 
 

Software-as-a-Service. Software-as-a-Service (SaaS) is a model of 
software deployment whereby one or more applications and the 
computational resources to run them are provided for use on demand as a 
turnkey service. Its main purpose is to reduce the total cost of hardware and 
software development, maintenance, and operations. Security provisions are 
carried out mainly by the cloud provider. The cloud subscriber does not 
manage or control the underlying cloud infrastructure or individual applications, 
except for preference selections and limited administrative application settings. 
 
Software-as-a-Service. Software-as-a-Service（SaaS）とは、オンデマンドで使

用されるターンキー･サービスに対して提供される、1 種類以上のアプリケーションとコンピ

ューティング･リソースを実行するための、ソフトウェア･ディプロイメント･モデルのことで

ある。 その主たる目的は。ハードウェアとソフトウェアの、開発／保守／運用のコストにお

ける全体的な低減にある。セキュリティのプロビジョニングは、主として対象となるクラウ

ド･プロバイダにより実施される。クラウドに加入する組織は、基礎をなすクラウドのインフ

ラストラクチャや個々のアプリケーションについて、管理／制御を行わないが、プリファレ

ンスの選択と、アドミニストレーション運用の一部は、その限りではない。 
 
Platform-as-a-Service. Platform-as-a-Service (PaaS) is a model of 
software deployment whereby the computing platform is provided as an on-
demand service upon which applications can be developed and deployed. Its 
main purpose is to reduce the cost and complexity of buying, housing, and 
managing the underlying hardware and software components of the platform, 
including any needed program and database development tools. The 
development environment is typically special purpose, determined by the 
cloud provider and tailored to the design and architecture of its platform. The 
cloud subscriber has control over applications and application environment 
settings of the platform. Security provisions are split between the cloud 
provider and the cloud subscriber. 



 
Platform-as-a-Service. Platform-as-a-Service（PaaS）とは、アプリケーションの

開発とデプロイメントのためのオン･デマンド･サービスとして提供される、コンピューティ

ング･プラットフォームとしてのソフトウェア･デプロイメント･モデルのことである。 その

主たる目的は、対象となるプラットフォームの基礎となるハードウェアとソフトウェアのコ

ンポーネントに関して、その購入／配備／管理のコストと煩わしさを、開発ツールやデータ

ベース･デプロイメントの必要性も含めて、低減することにある。 一般的に、そこでの開発

環境は、対象となるクラウド･プロバイダーにより決定され、プラットフォームのデザインと

アーキテクチャに適合した、個別の意図を持つものとなる。クラウドに加入する組織は、そ

のプラットフォームにおける、アプリケーションと環境を制御できる。セキュリティのプロ

ビジョニングは、クラウド･プロバイダーと加入者により分担される。 

 
Infrastructure-as-a-Service. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) is a model 
of software deployment whereby the basic computing infrastructure of servers, 
software, and network equipment is provided as an on-demand service upon 
which a platform to develop and execute applications can be established. Its 
main purpose is to avoid purchasing, housing, and managing the basic 
hardware and software infrastructure components, and instead obtain those 
resources as virtualized objects controllable via a service interface. The cloud 
subscriber generally has broad freedom to choose the operating system and 
development environment to be hosted. Security provisions beyond the basic 
infrastructure are carried out mainly by the cloud subscriber. 
 
Infrastructure-as-a-Service. Infrastructure-as-a-Service（IaaS）とは、基本的

なサーバー･コンピューティング･インフラストラクチャおよび、ソフトウェア、ネットワー

ク設備としての、ソフトウェア･ディプロイメント･モデルである。それにより、アプリケー

ションの開発と実行のためのプラットフォームを確立する、オン･デマンド･サービスが提供

される。 その主たる目的は、基礎となるハードウェアとソフトウェアのコンポーネントに関

して、その購入／配備／管理を排除することである。そして、それに換えて、サービス･イン

ターフェイスを介して制御と実現する、仮想化されたオブジェクトとしてのリソースを得る

ことになる。一般的に、対象となるクラウドに加入する組織は、そこでホストされるオペレ

ーティング･システムと開発環境などを、幅広い選択肢から選ぶという自由を持つ。セキュリ

ティのプロビジョニングは、基本的なインフラストラクチャを除いて、クラウドの加入者に

より実施される。 
 
Figure 1 illustrates the differences in scope and control between the cloud subscriber 
and cloud provider, for each of the service models discussed above. Five conceptual 
layers of a generalized cloud environment are identified in the center diagram and 
apply to public clouds, as well as each of the other deployment models. The arrows 
at the left and right of the diagram denote the approximate range of the cloud 
provider’s and user’s scope and control over the cloud environment for each service 
model. In general, the higher the level of support available from a cloud provider, the 
more narrow the scope and control the cloud subscriber has over the system. 
 
Figure 1 が示すのは、前述のサービス･モデルで説明してきた、クラウドに加入する組織と、クラウ

ド･プロバイダにおける、スコープとコントロールの相違点である。 図の中央には、パブリック･ク

ラウドに該当する、一般的なクラウド環境における 5つの概念的なレイヤと、それぞれのデプロイメ

ント･モデルが描かれている。 図の両サイドの矢印は、それぞれのサービス･モデルにおける、プロ

バイダーとユーザーの制御を切り分ける、大まかなスコープを意味する。 一般に、クラウド･プロバ



イダーから提供されるサポート･レベルが幅広いと、その分だけ、クラウドに加入する組織が実施す

べきスコープとコントロールは狭くなる。 

 
The two lowest layers shown denote the physical elements of a cloud environment, 
which are under the full control of the cloud provider, regardless of the service model. 
Heating, ventilation, air conditioning (HVAC), power, communications, and other 
aspects of the physical plant comprise the lowest layer, the facility layer, while 
computers, network and storage components, and other physical computing 
infrastructure elements comprise the hardware layer. 
 
下から 2つの最レイヤは、サービス･モデルの種類にかかわらず、クラウド･プロバイダーがフル･コ

ントロールする、クラウド環境の物理的な要素を示す。 物理的なプラントにおける、加熱／換気／

冷房（HVAC）／電力／通信などの要素が、最下層の Facility レイヤを構成し、また、コンピュータ

／ネットワークと／ストレージなどのコンポーネントと、その他の物理的コンピューティング･イン

フラストラクチャ要素が エレメントが Hardware レイヤを構成する。 

 
The remaining layers denote the logical elements of a cloud environment. The 
virtualized infrastructure layer entails software elements, such as hypervisors, virtual 
machines, virtual data storage, and supporting middleware components used to 
realize the infrastructure upon which a computing platform can be established. While 
virtual machine technology is commonly used at this layer, other means of providing 
the necessary software abstractions are not precluded. Similarly, the platform 
architecture layer entails compilers, libraries, utilities, and other software tools and 
development environments needed to implement applications. The application layer 
represents deployed software applications targeted towards end-user software 
clients or other programs, and made available via the cloud. 
 
その他の、残りのレイヤは、クラウド環境における論理的な要素を示す。  Virtualized 

Infrastructure レイヤは、ハイパーバイザー／仮想マシン／仮想データ･ストレージといったソフト

ウェア要素を必要とする。そして、このコンピューティング･プラットフォームを確立するインフラ

ストラクチャを、具体化するためのミドルウェア･コンポーネントもサポートする。このレイヤでは、

一般には仮想マシン･テクノロジーが用いられ、そこで必要とされるソフトウェアに対して、その抽

象概念の提供手段を妨げないようにしている。同様に、Platform Architecture レイヤは、アプリケ

ーションを実装するための、コンパイラ／ライブラリ／ユーティリティなどのソフトウェア･ツール

を必要とする。Application レイヤは、エンドユーザーのソフトウェア･クライアントや、他のプロ

グラムへ目標を定め、クラウドを介してディプロイされる、アプリケーション･ソフトウェアを示す。 

 



 
 

Figure 1: Differences in Scope and Control among Cloud Service Models 
 
 
Some have argued that the distinction between IaaS and PaaS is fuzzy, and in many 
commercial offerings, the two are more alike than different [Arm10]. Nevertheless, 
these terms do serve a purpose, distinguishing between very basic support 
environments and environments having greater levels of support, and accordingly 
different allocations of control and responsibility between the cloud subscriber and 
the cloud provider. 
 
何人かの人々は、IaaS と PaaS の区別が曖昧であり、また、商用を目的とした提供においては、そ

の 2つが異なるというより、よく似ていると論じている。［ Arm10 ］ それにもかかわらず、これ

らの用語は、きわめて基本的なサポート環境と、より広範囲におよぶサポートを必要とする環境を識

別し、また、クラウドに加入する企業と、クラウド･プロバイダーの管理と責任の範囲を区分すると

いう意味で、目的を果たしている。 

 
While cloud computing can be implemented exclusively for an organization as a 
private internal cloud, its main thrust has been to provide a vehicle for outsourcing 
parts of that environment to an outside party as a public cloud. As with any 
outsourcing of information technology services, concerns exist about the implications 
for computer security and privacy. The main issue centers on the risks associated 
with moving important applications or data from within the confines of the 
organization’s computing center to that of another organization (i.e., a public cloud), 
which is readily accessible by the general public. 
 
クラウド･コンピューティングを、組織が内部的に占有するプライベート･クラウドとして実装するの

も可能であるが、その主たる推進力は、パブリック･クラウドである外部の組織へ向けて、自身の環

境の一部をアウトソーシングするための、伝達手段を提供することにある。 そして、あらゆる IT サ

ービスのアウトソーシングと同様に、コンピュータのセキュリティとプライバシーという、暗黙の関



心事が存在する。 そこでの重要な課題は、自らの組織におけるコンピューティング･センターの境界

内から、一般大衆が容易にアクセスできる他の組織の境界内（すなわちパブリック･クラウド）に、

重要なアプリケーションとデータを移動するリスクに帰結する。 

 
Reducing cost and increasing efficiency are primary motivations for moving towards 
a public cloud, but reducing responsibility for security should not be. Ultimately, the 
organization is accountable for the overall security of the outsourced service. 
Monitoring and addressing security issues that arise remain in the purview of the 
organization, as does oversight over other important issues such as performance 
and availability. Because cloud computing brings with it new security challenges, it is 
essential for an organization to oversee and manage how the cloud provider secures 
and maintains the computing environment and ensures data is kept secure. 
 

コストの低減と効率を向上が、パブリック･クラウドへの移行における主要なモチベーションとなる

が、セキュリティに対する責任を減らすべきではない。 最終的に、クラウドへ加給する組織は、ア

ウトソースされたサービスの、全体的なセキュリティについて責任を持つことになる。セキュリティ

上の問題に対するモニタリングと取り組みは、性能や可用性といった重要な問題を監査するように、

組織内に残された問題を炙り出す。 クラウド･コンピューティングは新しいセキュリティの課題をも

たらすため、クラウド･プロバイダーがコンピューティング環境を安全に保つ方法を、組織が監査／

管理することが不可欠となり、また、データの安全を保証しなければならない。 

3. Public Cloud Services 
 
The outlook on cloud computing services can vary significantly among organizations, 
because of inherent differences in such things as their purpose, assets held, 
exposure to the public, threats faced, and tolerance to risk. For example, a 
government organization that mainly handles data about individual citizens of the 
country has different security objectives than a government organization that does 
not. Similarly, the security objectives of a government organization that prepares and 
disseminates information for public consumption are different from one that deals 
mainly with classified information for its own internal use. From a risk perspective, 
determining the suitability of cloud services for an organization is not possible 
without understanding the context in which the organization operates and the 
consequences from the plausible threats it faces. 
 
クラウド･コンピューティング･サービスの展望は、組織の目的や、所有される資産、一般への公開、

直面する脅威、リスクに対する許容といった相違があるため、それぞれの組織ごとに多様なものにな

り得る。 たとえば、国民一人一人のデータを取り扱う政府機関は、その他の政府機関とは異なるセ

キュリティの目的を持つ。 同様に、社会で利用される情報を準備して広める、政府機関におけるセ

キュリティの目的は、内部で利用する機密情報を取り扱う機関と、異なるものとなる。 組織に適合

するクラウド･サービスを、リスクの見地から決定することは、その組織が直面する脅威に基づく、

運用と結果のコンテキストを理解しなければ成功し得ない。 

 
The set of security objectives of an organization, therefore, is a key factor for 
decisions about outsourcing information technology services and, in particular, for 
decisions about transitioning organizational resources to public cloud computing and 
a specific provider’s services and service arrangements. What works for one 
organization may not necessarily work for another. In addition, practical 
considerations apply—most organizations cannot afford financially to protect all 



computational resources and assets at the highest degree possible and must 
prioritize available options based on cost as well as criticality and sensitivity. When 
considering the potential benefits of public cloud computing, it is important to keep 
the organizational security objectives in mind and to act accordingly. Ultimately, a 
decision on cloud computing rests on a risk analysis of the tradeoffs involved. 
 
したがって、 組織におけるセキュリティの設定は、ITサービスをアウトソースする際の、主たる要

因となる。とりわけ、パブリック･クラウド･コンピューティングおよび、特定プロバイダーのサービ

ス、そしてサービス･アグリーメントへ向けた、組織的なリソースの移行において、その傾向は顕著

になる。 ある組織にとって機能するものが、別の組織では有効にならないこともある。それ加えて、

現実的な考慮が適用される。 つまり、大半の組織は財政的に制約により、すべてのコンピューティ

ング･リソースと資産を、最も高いレベルで保護する余裕がない。コストに基づいく実現可能な選択

肢に対して、優先順位を付けなくてはならない。さらに言えば、臨界点と過剰な対応にも注意すべき

である。 パブリック･クラウド･コンピューティングの潜在的なメリットを考えるとき、組織におけ

るセキュリティの目的を念頭におき、それに準じてく行動をすることが重要となる。最終的に、クラ

ウド･コンピューティングにける判断は、その組織が分析するリスクの、トレードオフに基づくもの

となる。 

3.1 Service Agreements 
 
Specifications for public cloud services and service arrangements are generally 
called Service Level Agreements (SLAs). An SLA represents the understanding 
between the cloud subscriber and cloud provider about the expected level of service 
to be delivered and, in the event that the provider fails to deliver the service at the 
level specified, the compensation available to the cloud subscriber. An SLA, however, 
typically forms only a part of the terms of service stipulated in the overall service 
contract or service agreement. The terms of service cover other important details 
such as licensing of services, criteria for acceptable use, service suspension and 
termination, limitations on liability, privacy policy, and modifications to the terms of 
service. For the purpose of this report, the term SLA is used to refer to the service 
contract in its entirety.1 

 

パブリック･クラウドのサービス仕様と取決めは、一般に Service Level Agreements （SLA）と呼

ばれる。SLA は、提供されるサービスの予想レベルについて、また、指定されたレベルでサービス

が提供されない状況において、クラウドに加入する企業とクラウド･プロバイダーの間で実施される

協定のことであり、また、クラウド加入者に対して補償を行うものである。しかし SLA は、その全

体的なサービスやサービス協定で明記された、サービスの条件部分だけを形成するのが一般である。 

そのサービスの条件は、サービスのライセンシングや、利用許諾に関する基準、サービスの停止と終

了、責任の上の限界、プライバシー･ポリシー、そして、サービス条件に関する修正といった、重要

な細部をカバーする。 このレポートにおける目的のために、用語としての SLA は、サービス契約全

体を指し示すために用いられる。 

 

Two types of SLAs exist: predefined non-negotiable agreements and negotiated 
agreements [Bra10, UCG10]. Non-negotiable agreements are in many ways the 
basis for the economies of scale enjoyed by public cloud computing. Not only are the 
terms of service prescribed completely by the cloud provider, but with some offerings, 
the provider can also make modifications to the terms unilaterally without giving any 
direct notification to the cloud subscriber (e.g., by posting an updated version online) 
[Bra10]. Negotiated SLAs are more like traditional information technology 
outsourcing contracts. They can be used to address an organization’s concerns 



about security and privacy policy, procedures, and technical controls, such as the 
vetting of employees, data ownership and exit rights, isolation of tenant applications, 
data encryption and segregation, tracking and reporting service effectiveness, 
compliance with laws and regulations (e.g., Federal Information Security 
Management Act), and the use of validated products meeting national or 
international standards (e.g., Federal Information Processing Standard 140-2 for 
cryptographic modules). 
 
SLA には、 前もって定められた交渉が不可能の協定と、個別に交渉された協定という、2つのタイ

プがある［ Bra10 、 UCG10 ］。 交渉が不可能な協定は、いろいろな意味でパブリック･クラウド･

コンピューティングに適した、規模の経済における基礎となる。 クラウド･プロバイダーは、サービ

ス規約を完全に規定するだけではなく、いくつかの提案を取り込み、クラウドに加入する企業に対し

て、直接の通知を行うことなく（たとえば、更新されたバージョンをオンラインで公表することで）、

一方的に規約を修正をすることができる［ Bra10 ］。また、交渉が可能な SLA は、これまでの IT 

アウトソーシング契約に似たものとなる。また、それらは、組織の関心事である、セキュリティとプ

ライバシーのポリシーおよび、プロシージャ、テクニカル･コントロール、従業員の調査、データの

所有権と持ち出し権、テナント･アプリケーションの隔離、データの暗号化とセグメント化、追跡と

報告に関するサービスの有効性、法規に準じたコンプライアンス（たとえば Federal Information 

Security Management Act）、妥当性を検査されたプロダクトの使用、国内あるいは国際的なスタ

ンダード（あとえば暗号のモジュールのための Federal Information Processing Standard 140-2）

への適合などに取り組むために利用できる。 

 
Critical data and applications may require an agency to undertake a negotiated SLA 
[Wall0]. Since points of negotiation can significantly perturb and negatively affect the 
economies of scale that a non-negotiable SLA brings to public cloud computing, a 
negotiated SLA is normally less cost effective. The outcome of a negotiation is also 
dependent on the size of the organization and the influence it can exert. Regardless 
of the type of SLA, obtaining adequate legal and technical advice is recommended to 
ensure that the terms of service adequately meet the needs of the organization. 
 
重要なデータとアプリケーションを取り扱う政府機関は、交渉が可能な SLA を要求するかもしれな

い［ Wall0 ］。 交渉のポイントが不明確な SLA は、パブリック･クラウド･コンピューティングが

もたらす規模の経済を混乱させ、悪影響を与える可能性があるため、一般的に、交渉が可能な SLA 

の費用効果は低い。 さらに、その交渉の結果は、組織のサイズと影響力に依存している。 SLA のタ

イプにかかわらず、対象となる組織の必要性を充たすサービス条件を確かなものにするために、法律

と技術に関する適切なアドバイスを得ることを推奨する。 

 

3.2 The Security Upside 
 
While the biggest obstacle facing public cloud computing is security, the cloud 
computing paradigm provides opportunities for innovation in provisioning security 
services that hold the prospect of improving the overall security of some 
organizations. The biggest beneficiaries are likely to be smaller organizations that 
have limited numbers of information technology administrators and security 
personnel, and lack the economies of scale available to larger organizations with 
sizeable data centers. 
 
Potential areas of improvement where organizations may derive security benefits 
from transitioning to a public cloud computing environment include the following: 



 
パブリック･クラウド･コンピューティングが直面する最大の障壁がセキュリティである一方で、この

クラウド･コンピューティング･パラダイムは、組織のセキュリティ全般を継続して改善していくセキ

ュリティ･サービスを供給することで、イノベーションの機会を提供する。 そこでの最大の受益者は、

IT アドミニストレータとセキュリティ要因が限定され、大規模なデータセンターを利用するだけの

規模の経済に欠ける、小規模な組織となるだろう。パブリック･クラウド･コンピューティング環境へ

と移行する組織が、セキュリティ面でメリット引き出すと思われる領域には、以下の各項目が含まれ

る： 
 

Staff Specialization. Cloud providers, just as organizations with large-
scale computing facilities, have an opportunity for staff to specialize in security, 
privacy, and other areas of high interest and concern to the organization. 
Increases in the scale of computing induce specialization, which in turn allows 
security staff to shed other duties and concentrate exclusively on security 
issues. Through increased specialization, there is an opportunity for staff 
members gain in-depth experience, take remedial actions, and make security 
improvements more readily than otherwise would be possible with a diverse 
set of duties. 
 
Staff Specialization.クラウド･プロバイダーは、大規模なコンピューティン設備を有

する企業と同様に、セキュリティとプライバシーおよび、顧客である企業が強い関心を示す

領域で、スタッフの専門知識を養う機会を持つ。 コンピューティング･スケールの増大が、

セキュリティ･スタッフの拡充を促し、セキュリティへの集中を実現することで、専門化が誘

発される。こうした専門化が拡大することで、スタッフのエクスペリエンスを高め、補正の

ためのアクションを取り、容易にセキュリティを改善していく機会が生まれ、さらには、多

様な任務への対応も進む。 
 
Platform Strength. The structure of cloud computing platforms is typically 
more uniform than that of most traditional computing centers. Greater 
uniformity and homogeneity facilitate platform hardening and enable better 
automation of security management activities like configuration control, 
vulnerability testing, security audits, and security patching of platform 
components. Information assurance and security response activities also 
profit from a uniform, homogeneous cloud infrastructure, as do system 
management activities, such as fault management, load balancing, and 
system maintenance. Many cloud providers meet standards for operational 
compliance and certification in areas like healthcare (e.g., Health Insurance 
Portability and Accountability Act (HIPAA)), finance (e.g., Payment Card 
Industry Data Security Standard (PCI DSS)) and audit (e.g., Statement on 
Auditing Standards No. 70 (SAS 70)). 
 
Platform Strength. クラウド･コンピューティング･プラットフォームの構造は、従来

からの大半のコンピューティング･センターの構造に似ている。 ファシリティ･プラットフォ

ームの統一性と同種性は強固であり、また、プラットフォーム･コンポーネント におけるコ

ンフィグレーション･コントロールや、脆弱性テスト、セュリティ監査、セキュリティ･パッ

チなどを実現していく。さらに、情報に関する保証と、セキュリティへの責任のアクティビ

ティも、クラウド･インフラストラクチャの統一性と同種性からメリットを引き出す。具体的

には、フォールト･マネジメント／ロード･バランシング／システム･メンテナンスなどの、シ

ステム･マネージメント･アクティビティを実施するときに、それらが得られる。 多くのクラ

ウド･プロバイダーは、医療（例 Health Insurance Portability and Accountability Act



（HIPAA））、金融（例 Payment Card Industry Data Security Standard（PCI DSS））、

監査（Statement on Auditing Standards No. 70 （SAS70））といったエリアで、運用に

おけるコンプライアンスとサーティフィケーションの標準に合致する。 
 
Resource Availability. The scalability of cloud computing facilities allows 
for greater availability. Redundancy and disaster recovery capabilities are built 
into cloud computing environments and on-demand resource capacity can be 
used for better resilience when facing increased service demands or 
distributed denial of service attacks, and for quicker recovery from serious 
incidents. When an incident occurs, an opportunity also exists to capture 
information more readily, with greater detail and less impact on production. In 
some cases, however, such resiliency can have a downside. For example, an 
unsuccessful distributed denial of service attack can quickly consume large 
amounts of resources to defend against and cause charges to soar, inflicting 
serious financial damage to an organization. 
 
Resource Availability. クラウド･コンピューティング･ファシリティのスケーラビリ

ティは、より高度な可用性を実現する。 冗長性と災害時のリカバリ能力は、クラウド･コン

ピューティング環境に作り上げられる。そして、サービス需要の増大や DDoS 攻撃に直面す

る際に、オン･デマンドでのリソース供給能力を、より優れた回復力のために利用し、重大な

事象からの迅速なリカバリを実現する。 インシデントが発生したときに、詳細までにいたる

情報をより迅速に取得し、プロダクション･システムに影響を与えない場合もあり得る。 し

かし、いくつかのケースでは、このような回復力が、好ましくない側面を露呈する。 たとえ

ば、失敗の終わった DDoS 攻撃が膨大なリソースを消費することで料金を急騰させ、加入者

である組織に対して、重大な財務上の損失を与えることも否定できない。 


Backup and Recovery. The backup and recovery policies and procedures 
of a cloud service may be superior to those of the organization and, if copies 
are maintained in diverse geographic locations, may be more robust. Data 
maintained within a cloud can be more available, faster to restore, and more 
reliable in many circumstances than that maintained in a traditional data 
center. Under such conditions, cloud services could also serve as a means for 
offsite backup storage for an organization’s data center, in lieu of more 
traditional tape-based offsite storage [Kum08]. However, network 
performance over the Internet and the amount of data involved are limiting 
factors that can affect restoration. 
 
Backup and Recovery. バックアップとリカバリのポリシーと、クラウド･サービス

におけるプロシージャは、一般的な組織よりも優れている可能性があり、また、複数のロケ

ーションでレプリカが保持される場合は、さらに堅牢になるだろう。 クラウドの内側に保持

されるデータは、従来からのデータセンターと比較して、より迅速な復元と、さらなる信頼

性を、様々な局面で実現するだろう。このような条件の下では、これまでのテープベースに

よるオフサイト･ストレージに代わってクラウド･サービスが、対象となる組織のデータセン

ターに対して、オフサイト･バックアップ･ストレージとしての手段を提供する［ Kum08 ］。 

しかし、インターネットのデータ転送量とデータ量という制約が、バックアップと復元に関

して、影響をおよぼす可能性がある。 


Mobile Endpoints. The architecture of a cloud solution extends to the 
client at the service endpoint, used to access hosted applications. Cloud 
clients can be browser-based or applications-based. Since the main 
computational resources needed are held by the cloud provider, clients are 



generally lightweight computationally and easily supported on laptops, 
notebooks, and netbooks, as well as embedded devices such as smart 
phones, tablets, and personal digital assistants.2 

 

Mobile Endpoints.クラウド･ソリューションのアーキテクチャは、ホストされるアプ

リケーションへアクセスするために用いられる、サービスのエンドポイントにおいて、クラ

イアントの在り方を拡張する。 クラウド･クライアントは、ブラウザ･ベースあるいはアプリ

ケーション･ベースのものになり得る。 そこで必要とされる主要なコンピューティング･リソ

ースは、クラウド･プロバイダーにより所有されるが、一般的なクライアントはラップトップ

／ノートブック／ネットブックだけではなく、エンベッド･デバイス（スマートフォン／タブ

レット／パーソナル･デジタル･アシスタントなど）上でも容易にサポートされるライトウェ

イトなものとなる。 

 

Data Concentration. Data maintained and processed in the cloud can 
present less of a risk to an organization with a mobile workforce than having 
that data dispersed on portable computers or removable media out in the field, 
where theft and loss of devices routinely occur. Many organizations have 
already made the transition to support access to organizational data from 
mobile devices to improve workflow management and gain other operational 
efficiencies. 
 
Data Concentration. クラウドで維持され処理されるデータは、デバイスの盗難と紛

失が定期的に起こるフィールドで、ポータブル･コンピュータやリムーバブル･メディア上に

四散したデータよりも、モバイルな労働力を用いる組織にとって、リスクの低減を提示でき

る。 すでに、多くの組織が、ワークフロー･マネージメントを改善し、経営効率を高めるた

めの、モバイル･デバイスからの組織のデータへ向けた、アクセスをサポートする体制へと移

行している。 
 
Besides providing a computing platform or substitute for in-house applications, public 
cloud services, such as the following, can also be focused on provisioning security to 
other computing environments: 
 
企業内のアプリケーションに対する、コンピューティング･プラットフォームや代換物の提供に加え

て、パブリック･クラウド･サービスは以下のように、他のコンピューティング環境へ向けたセキュリ

ティのプロビジョニングにも、フォーカスしていくことが可能である： 
 

Data Center Oriented. Cloud services can be used to improve the security 
of data centers. For example, electronic mail can be redirected to a cloud 
provider via mail exchange (MX) records, examined and analyzed collectively 
with similar transactions from other data centers to discover widespread spam, 
phishing, and malware campaigns, and to carry out remedial action (e.g., 
quarantining suspect messages and content) more comprehensively than a 
single organization would be able to do. Researchers have also successfully 
demonstrated a system architecture for provisioning cloud-based antivirus 
services, as an alternative to host-based antivirus solutions [Obe08b]. 
 
Data Center Oriented. クラウド･サービスを、データセンターにおけるセキュリティ

を改善するために用いることが可能である。 たとえば、MXレコードを介して電子メールを

クラウド･プロバイダにリダイレクトすることが可能である。それにより、他のデータセンタ

ーから類似のトランザクションを、集合的検査／分析し、広範囲におよぶスパム／フィッシ



ング／マルウェアなどを排除できる。つまり、単独の組織では不可能な、包括的な補完処理

置（たとえば疑わしいメッセージとコンテントの隔）を実現できる。 また、何人かの研究者

は、ホスト･ベースのアンチ･ウイルス･ソリューションに代わる選択肢として、クラウド･ベ

ースのアンチ･ウイルス･サービスを供給システム･アーキテクチャーを実証している

［ Obe08b ］。 


Cloud Oriented. Cloud services are available to improve the security of 
other cloud environments. For example, reverse proxy products are available 
that enable unfettered access to a SaaS environment, yet maintain the data 
stored in that environment in encrypted form [Nav10]. Cloud-based identity 
management services also exist, which can be used to augment or replace an 
organization’s directory service for identification and authentication of users to 
a cloud. 
 
Cloud Oriented. クラウド･サービスは、他のクラウド環境のセキュリティを改善する

ために利用できる。 たとえば、 SaaS 環境へ自由にアクセスするリバース･プロキシを利用

できるようにして、暗号化され形式で、環境内のデータを保守することが可能となる

［ Nav10 ］。 それと同様に、クラウド･ベースのアイデンティティ管理も存在する。 それ

により、身元確認とユーザー認証のためめの、組織内のディレクトリ･サービスを、クラウド

に置き換えることができる。 

 

3.3 The Security Downside 
 
Besides its many potential benefits for security and privacy, public cloud computing 
also brings with it potential areas of concern, when compared with computing 
environments found in traditional data centers. Some of the more fundamental 
concerns include the following: 
 
パブリック･クラウド･コンピューティングにおける、セキュリティとプライバシーに関する数多くの

潜在的メリットに加えて、従来からのデータ･センターも見られるコンピューティング環境との比較

において、重要な関心のエリアがもたらされる。ここで説明する、基本的な関心事には、以下の項目

が含まれる： 
 

System Complexity. A public cloud computing environment is extremely 
complex compared with that of a traditional data center. Many components 
comprise a public cloud, resulting in a large attack surface. Besides 
components for general computing, such as deployed applications, virtual 
machine monitors, guest virtual machines, data storage, and supporting 
middleware, there are also components that comprise the management 
backplane, such as those for self-service, resource metering, quota 
management, data replication and recovery, workload management, and 
cloud bursting.3 Cloud services themselves may also be realized through 
nesting and layering with services from other cloud providers. Components 
change over time as upgrades and feature improvements occur, confounding 
matters further. 
 
System Complexity. パブリック･クラウド･コンピューティングの環境は、従来から

のデータセンターの環境と比較して、きわめて複雑である。 パブリック･クラウドを構成す

る数多くのコンポーネントが、多様な攻撃にさらされるという結果がもたらされる。 それら



の汎用的なコンピューティングのためのコンポーネントの他に、デプロイされたアプリケー

ションおよび、仮想マシンのモニター、ゲスト仮想マシン、データ･ストレージ、ミドルウェ

アのサポートなども行われている。さらには、セルフサービスや、リソースの測定、配分の

管理、データのリプリケーションとリカバリ、ワークロー 

ド管理、クラウド･ブラスタリング（ピーク管理）3 といった、マネージメントのバックエン

ドを構成するコンポーネントがある。つまり、クラウド･サービス自身が、他のクラウド･プ

ロバイダーから提供されるサービスを用いた、構造化と階層化を介して、具体化されるのか

もしれない。 そして、更新や機能の改良が行われるにつれて、長い時間をかけてコポーネン

トは変化し、事柄は混同されていく。 
 
Security depends not only on the correctness and effectiveness of many 
components, but also on the interactions among them. The number of 
possible interactions between components increases as the square of the 
number of components, which pushes the level of complexity upward. 
Complexity typically relates inversely to security, with greater complexity 
giving rise to vulnerabilities [Avo00, Gee08, Sch00]. 
 
セキュリティは、コンポーネントの有効性と正当性だけではなく、その相互作用にも依存す

る。 コンポーネント間のインタラクションの数は、コンポーネント数の二乗まで増加し、複

雑さのレベルを押し上げていく。一般的に、複雑さはセキュリティに対して逆作用をおよぼ

し、複雑さが進むと、脆弱性が押し上げられる［ Avo00、Gee08、Sch00 ］。 

 
Shared Multi-tenant Environment. Public cloud services offered by 
providers have a serious underlying complication—subscribing organizations 
typically share components and resources with other subscribers that are 
unknown to them. Threats to network and computing infrastructures continue 
to increase each year and have become more sophisticated. Having to share 
an infrastructure with unknown outside parties can be a major drawback for 
some applications and requires a high level of assurance for the strength of 
the security mechanisms used for logical separation. While not unique to 
cloud computing, logical separation is a non-trivial problem that is 
exacerbated by the scale of cloud computing. Access to organizational data 
and resources could inadvertently be exposed to other subscribers through a 
configuration or software error. An attacker could also pose as a subscriber to 
exploit vulnerabilities from within the cloud environment to gain unauthorized 
access. 
 
Shared Multi-tenant Environment. プロバイダーが提供するパブリック･クラウ

ド･サービスは、基礎をなす複雑さに関する重大な問題を有している。つまり、お互いに存在

を知らない、サブスクライバーとしての企業同士が、コンポーネントとリソースを共有して

いる。 ネットワークに対する脅威と、コンピューティング･インフラストラクチャは長い年

月をかけながら、一方は猛威を増し、もう一方は対応を洗練させてきた。 未知のグループと

のインフラストラクチャの共有が必然となることは、いくつかのアプリケーションにとって

深刻な欠点になり得る。そして、論理的な分離のために用いられる、強力なセキュリティ･メ

カニズムについて、高度なレベルでの保証が要求される。 クラウド･コンピューティングに

固有の事柄ではないが、論理的な分離は、クラウド･コンピューティングのスケールにより悪

化することもある、決して些細とは言えない問題である。 組織のデータおよびリソースへの

アクセスは、コンフィグレーションやソフトウェア･エラーを介して、無意識のうちに他のサ

ブスクライバーに開示される危険性を持つ。さらに、悪意のアタッカーは、不正アクセスが



頻発するクラウド環境から、サブスクライバーになりすまし、弱点を悪利用することができ

る。 
 
Internet-facing Services. Public cloud services are delivered over the 
Internet, exposing both the administrative interfaces used to self-service an 
account and the interfaces for users and applications to access other 
available services. Applications and data that were previously accessed from 
the confines an organization’s intranet, but moved to the cloud, must now face 
increased risk from network threats that were previously defended against at 
the perimeter of the organization’s intranet and from new threats that target 
the exposed interfaces. The effect is somewhat analogous to the inclusion of 
wireless access points into an organization’s intranet at the onset of that 
technology. Requiring remote administrative access as the sole means to 
manage the assets of the organization held by the cloud provider also 
increases risk, compared with a traditional data center, where administrative 
access to platforms can be restricted to direct or internal connections. 
 
Internet-facing Services. パブリック･クラウド･サービスは、アカウント･セルフ･サ

ービスのためにアドミニストレーションで用いられるインターフェイスと、利用可能なサー

ビスにアクセスするためにユーザーとアプリケーションが用いるインターフェイスの双方を、

インターネットを介して開示している。以前から、 アプリケーションとデータは、組織の境

界内にあるイントラネットからアクセスされていたが、それがクラウドに移行する。そうな

ると、これまでは組織のイントラネット･ペリメータを対象に定義されていた、ネットワーク

への脅威のリスクが増大し、また、開示されるインターフェイスをターゲットにする、新し

い脅威のリスクが生じてくるはずだ。 こうした影響は、無線テクノロジーの始まりにおいて、

組織のイントラネット内に無線アクセスポイントを取り込んだときに、いくぶん類似してい

る。 クラウド･プロバイダー所有する組織の資産を管理するために、リモートでのアドミニ

ストレーション･アクセスだけを要求することは、そのプラットフォームに対するアクセスが、

直接／内部に制約される、従来からのデータセンターと比較して、リスクを増大する。 
 
Loss of Control. While security and privacy concerns in cloud computing 
services are similar to those of traditional non-cloud services, they are 
amplified by external control over organizational assets and the potential for 
mismanagement of those assets. Migrating to a public cloud requires a 
transfer of control to the cloud provider over information as well as system 
components that were previously under the organization’s direct control. Loss 
of control over both the physical and logical aspects of the system and data 
diminishes the organization’s ability to maintain situational awareness, weigh 
alternatives, set priorities, and effect changes in security and privacy that are 
in the best interest of the organization. 
 
Loss of Control. クラウド･コンピューティング･サービスにおけるセキュリティとプ

ライバシーへの懸念が、従来からの非クラウド･サービスと類似する一方で、外部からの組織

の資産へのコントロールと、誤った資産管理の方式により、そのリスクは増幅されていく。 

パブリック･クラウドへの移行では、情報に関する制御を、クラウド･プロバイダーに転送す

る必要が生じてくる。 それだけではなく、以前には組織の直接コントロール下にあった、シ

ステム･コンポーネントについても同様である。 システムとデータの物理的／論理的な局面

でのコントロールの喪失が、組織の能力を衰えさせる。 具体的には、状況の検知および、代

替物の考案、プライオリティの設定などが履行できなくなり、また、組織における最大の関

心事である、セキュリティとプライバシーに対する効果的な変更も不可能となる。 



 
A more detailed discussion of the security and privacy issues that stem from these 
fundamental concerns is given in the next chapter. 
 
これらの基本的な関心から生じる、セキュリティとプライバシーの問題に関する詳細については、次

の章で説明していく。 

 
As with any technology, cloud computing services can be turned towards improper or 
illicit activities. A couple of noteworthy instances have already occurred that give a 
sense of what might be expected in the future: 
 
あらゆるテクノロジーと同様に、クラウド･コンピューティング･サービスにおいても、不適切あるい

は不正なアクティビティへ向かってしまう可能性が存在する。 すでに生じている 2つの事象が、将

来に起こることを暗示するのかも知れない： 

 
Botnets. In many ways, botnets assembled and controlled by hackers are 
an early form of cloud computing. Cost reduction, dynamic provisioning, 
redundancy, security, and many other characteristics of cloud computing 
apply. Botnets have been used for sending spam, harvesting login credentials, 
and launching injection attacks against Websites [Pro09]. Botnets could be 
used to launch a denial of service attack against the infrastructure of a cloud 
provider. The possibility that a cloud service could become infiltrated by a 
botnet has already occurred; in 2009, a command-and-control node was 
discovered operating from within an IaaS cloud [Mcm09a, Whi09]. Spammers 
have also purchased cloud services directly and launched phishing 
campaigns, ensnaring recipients with malware via social engineering 
techniques [Kre08]. 
 
Botnets. いろいろな意味で、ハッカーがアセンブルしコントロールするボット（botnet）

が、クラウド･コンピューティングにおける早期の形態である。 クラウド･コンピューティン

グの特徴である、コストの低減および、ダイナミックなプロビジョニング、冗長性、セキュ

リティなどが、そこでは適用されている。ボットは、スパムの配信および、ログイン資格の

収奪、そして Web サイトに対するインジェクション攻撃のために用いられる［ Pro09 ］。

その一方で 、ボットは、クラウド･プロバイダーのインフラストラクチャに対する、サービ

ス攻撃を回避するためにも使用できる。 クラウド･サービスが、ボットに潜入されるという

可能性は、以前から存在している。 2009年の事例として、command-and-control ノード

が、IaaS クラウド内で稼働しているのが発見されている［ Mcm09a 、Whi09 ］。 さらに

は、スパマーがクラウド･サービスをダイレクトに購入し、そして、ソーシャル･エンジニア

リング･テクニックを悪用するマルウェアで受取人を陥れ、フィッシング･キャンペーンを開

始するという事件もあった［ Kre08 ］。 

 
Mechanism Cracking. WiFi Protected Access (WPA) Cracker, a cloud 
service ostensibly for penetration testers, is an example of harnessing cloud 
resources on demand to determine the encrypted password used to protect a 
wireless network. With cloud computing, a task that would take five days to 
run on a single computer takes only 20 minutes to accomplish on a cluster of 
400 virtual machines [Rag09]. Because cryptography is used widely in 
authentication, data confidentiality and integrity, and other security 
mechanisms, these mechanisms become, in effect, less effective with the 
availability of cryptographic key cracking cloud services. Both cloud-based 



and traditional types of systems are possible targets. CAPTCHA cracking is 
another area where cloud services could be applied to bypass verification 
meant to thwart abusive use of Internet services by automated software.4 

 

Mechanism Cracking. WiFi Protected Access (WPA) Cracker は、表向きには侵入

テストのためのクラウド･サービスであるが、ワイヤレス･ネットワークの保護に用いられる

暗号化されたパスワードをオンデマンドで断定する、収奪のためのクラウド･リソースの事例

にもなり得る。 クラウド･コンピューティングを用いることで、シングル･コンピュータでは 

5日を要するタスクを、400 台のバーチャルマシンクラスタを用いることで、たった 20分で

完了することが可能である［ Rag09 ］。認証の処理および、データの機密性と完全性など

のセキュリティ･メカニズムにおいて、広範囲で用いられているのが暗号である。そのため、

これらのメカニズムは、暗号キー･クラッキング･クラウド･サービスが用いられてしまうと、

実質的に、それほど効率的なものにならない。 つまり、クラウド型と従来型の、両タイプの

システムがターゲットになり得る。 CAPTCHA（Completely Automated Public Turing 

Test To Tell Computers and Humans Apart）クラッキングは、インターネット･サービス

の不正使用を防止する検証のためのプロセスを、自動化されたソフトウェアによりバイパス

してしまう、別のエリアにおけるクラウド･サービスの悪用である。 

 

4. Key Security and Privacy Issues 
 
Although the emergence of cloud computing is a recent development, insights into 
critical aspects of security can be gleaned from reported experiences of early 
adopters and also from researchers analyzing and experimenting with available 
cloud provider platforms and associated technologies. The sections below highlight 
privacy and security-related issues that are believed to have long-term significance 
for cloud computing. Where possible, to illustrate an issue, examples are given of 
problems previously exhibited or demonstrated. Note that security and privacy 
considerations that stem from information technology outsourcing are covered in the 
next chapter and complement the material below. 
 
クラウド･コンピューティングは、最近になって開発されたものとして盛り上がっているが、セキュ

リティにおける重要な局面への洞察については、アーリー･アダプタのエクスペリエンス･レポートや、

利用できるクラウド･プロバイダー･プラットフォームと、それに付随するテクノロジーを調査分析す

る研究者から、収集されている。 以下のセクションでは、クラウド･コンピューティングが継続して

重視していくべきと思われる、プライバシーとセキュリティに関連する問題を強調していく。 可能

である場合は、その問題を例証するために、提示および証明に先立って、事例を提供していく。IT 

アウトソーシングから生じるセキュリティとプライバシーへの考察については、次の章でカバーされ

て、また、以下の資料で補完されることに注意して欲しい。 

 
Because cloud computing has grown out of an amalgamation of technologies, 
including service oriented architecture, virtualization, Web 2.0, and utility computing, 
many of the privacy and security issues involved can be viewed as known problems 
cast in a new setting. The importance of their combined effect, however, should not 
be discounted. Cloud computing does represent a thought-provoking paradigm shift 
that goes beyond conventional norms to de-perimeterize the organizational 
infrastructure—at the extreme, displacing applications from one organization’s 
infrastructure to the infrastructure of another organization, where the applications of 
potential adversaries may also operate. 



 
クラウド･コンピューティングがテクノロジー（サービス指向のアーキテクチャ／仮想化／Web 2.0

／ユーティリティ･コンピューティングを含む）の合併から生じているため、それに関連する数多く

のプライバシーとセキュリティの問題は、新しい設定で投げかけられた、周知の問題だと見なすこと

ができる。 しかし、それらの問題が結合した結果としての重要性は、軽視されるべきものではない。 

クラウド･コンピューティングは、組織のインフラストラクチャを萎縮させてしまう従来からの規範

を乗り越え、示唆に富むパラダイム･シフトを提示する。その極点において、ある組織のインフラス

トラクチャから、副作用が顕在化するかもしれない他の組織へと、アプリケーションを移動させるこ

とになる。 

 

4.1 Governance 
 
Governance implies control and oversight over policies, procedures, and standards 
for application development, as well as the design, implementation, testing, and 
monitoring of deployed services. With the wide availability of cloud computing 
services, lack of organizational controls over employees engaging such services 
arbitrarily can be a source of problems. While cloud computing simplifies platform 
acquisition, it doesn't alleviate the need for governance; instead, it has the opposite 
effect, amplifying that need.  
 
ガバナンスが明示するのは、アプリケーション開発のための、ポリシー／プロシージャ／スタンダー

ドに関する制御と監査であり、その対象には、デプロイされるサースのデザイン／実装／テスト／モ

ニタリングも含まれる。 クラウド･コンピューティング･サービスの広範囲におよぶ利用により、そ

れらのサービスを利用する従業員への、組織的な制御の欠如が問題の原因になり得る。 クラウド･コ

ンピューティングがプラットフォームの獲得を容易にする一方で、そのガバナンスの必要性は軽減さ

れない。 むしろ、逆方向へ向けて作用し、ガバナンスの必要性を増幅する。 

 

The ability to reduce capital investment and transform it into operational expenses is 
an advantage of cloud computing. Cloud computing can lower the initial cost of 
deploying new services and thus align expense with actual use.5 However, the 
normal processes and procedures set in place by an organization for acquiring 
computational resources as capital expenditures may be easily bypassed by a 
department or an individual and the action obscured as operational expenses. If 
such actions are not governed by an organization, its policies and procedures for 
privacy, security, and oversight could be overlooked and the organization put at risk. 
For example, vulnerable systems could be deployed, legal regulations could be 
ignored, charges could amass quickly to unacceptable levels, resources could be 
used for unsanctioned purposes, or other untoward effects could occur. 
 
資本投資を減らし、それを運用コストに転換する能力が、クラウド･コンピューティングのアドバン

テージである。 したがって、クラウド･コンピューティングは新規サービスをデプロイする際のイニ

シャル･コストを引き下げ、実際の使用に準じた支出の平準化を図ることができる。5 しかし、資本

支出としてのコンピューティング･リソースの取得に対して、組織により設定される通常のプロセス

とプロシージャは、部門や個人および、そして運用コストしとて不明確なアクションにより、容易に

バイパスされてしまう。 このような処理が組織により強制されない場合は、セキュリティ／プライ

バシー／監督のためのポリシーとプロシージャが見落とされ、その組織をリスクに晒すだろう。そう

なると、たとえば、脆弱なシステムのデプロイや、法律上の規則の無視、受け入れ難いレベルへの料

金の急速な上昇、リソースの不正利用などの、予期しなかった事態が起り得る。 

 



A study involving more than nine hundred information technology professionals in 
Europe and the United States indicates a strong concern by participants that cloud 
computing services may have been deployed without their knowledge in parts of 
their respective organization [Pon10]. The issue is somewhat akin to the problem 
with individuals setting up rogue wireless access points tied into the organizational 
infrastructure—without proper governance, the organizational computing 
infrastructure could be transformed into a sprawling, unmanageable mix of insecure 
services. Organizational practices pertaining to the policies, procedures, and 
standards used for application development and service provisioning, as well as the 
design, implementation, testing, and monitoring of deployed or engaged services, 
should be extended to cover cloud computing environments. 
 
Europe と United States における 900人以上の IT プロフェッショナルに関する研究では、それぞ

れの組織の一部において、知識を必要とすることなく、クラウド･コンピューティング･サービスがデ

プロイされるという点に、参加者の強い関心が集約されていた。［ Pon10 ］この問題は、好ましく

ない無線アクセスポイントを、組織のインフラストラクチャに結び付けるように、それぞれの個人が

セットアップできる状況に、いくぶん類似している。つまり、適切なガバナンスを持つことなく、組

織のコンピューティング･インフラストラクチャを、無秩序に広がり管理もされないサービスの混乱

へと、転換してしまう可能性がある。 アプリケーション開発とサービス･デプロイメントのために用

いられる、ポリシー／プロシージャ／スタンダードに関連する組織的なプラクティス 

は、クラウド･コンピューティング環境をカバーするように拡張されるべきである。なお、その対象

としては、デザインおよび、実装、テスト、デプロイされ運用されるサービスのモニタリングも含ま

れる。 

 
Dealing with cloud services requires attention to the roles and responsibilities 
involved, particularly with respect to managing risks. Ensuring systems are secure 
and risk is managed is challenging in any environment and even more daunting with 
cloud computing. Audit mechanisms and tools should be in place to determine how 
data is stored, protected, and used; to validate services; and to verify policy 
enforcement. A risk management program should also be in place that is flexible 
enough to deal with the continuously evolving and shifting risk landscape. 
 
クラウド･サービスの取り扱いは、とりわけ運用リスクに関連する、役割と責任を要求する。 システ

ムがセキュアであり、リスクが管理されることの保証は、あらゆる環境においてチャレンジングであ

り、クラウド･コンピューティングでは更に厄介なものとなる。 監査のためのメカニズムとツールは、

データのストア／プロテクト／利用および、サービスの妥当性検査、実施されるポリシーの検証に関

して、それらの方式が判断できるように配置されるべきである。 さらに、リスク管理プログラムに

ついても、連続的に進化し移行する、リスクの状況を充分に取り扱えるように、配置されるべきであ

る。 

 

4.2 Compliance 
 
Compliance involves conformance with an established specification, standard, 
regulation, or law. Various types of security and privacy laws and regulations exist 
within different countries at the national, state, and local levels, making compliance a 
potentially complicated issue for cloud computing. 
 



コンプライアンスが伴うものとしては、確立された仕様／標準／規制／法律が挙げられる。 クラウ

ド･コンピューティングのためのコンプライアンスを複雑な問題にする可能性のある、セキュリティ

とプライバシーに関する各種の法規が、国や州といった、それぞれのローカルなレベルに存在する。 

 
Data Location. One of the most common compliance issues facing an 
organization is data location [Bin09, Kan09, Ove10]. Use of an in-house 
computing center allows an organization to structure its computing 
environment and to know in detail where data is stored and what safeguards 
are used to protect the data. In contrast, a characteristic of many cloud 
computing services is that detailed information about the location of an 
organization’s data is unavailable or not disclosed to the service subscriber. 
This situation makes it difficult to ascertain whether sufficient safeguards are in 
place and whether legal and regulatory compliance requirements are being 
met. External audits and security certifications can to some extent alleviate this 
issue, but they are not a panacea [Mag10]. 
 
Data Location. コンプライアンスが伴うものとしては、確立された仕様／標準／規制／

法律が挙げられる。 クラウド･コンピューティングのためのコンプライアンスを複雑な問題に

する可能性のある、セキュリティとプライバシーに関する各種の法規が、国や州といった、

それぞれのローカルなレベルに存在する。組織が直面する、最も一般的なコンプライアンス

の問題は、データのロケーションである［ Bin09、Kan09、Ove10 ］。 企業内のコンピュ

ーティング･センターの使用では、コンピューティング環境の構築が可能であり、また、デー

タ･ストアの場所に関する詳細、そして、データの保護に用いられる予防措置を知ることがで

きる。 それとは対照的に、数多くのクラウド･コンピューティング･サービスの特徴は、組織

のデータに関するロケーションについて詳細な情報が得られず、また、サービス加入者には

明らかにされない点にある。この状況は、充分な予防措置の有無と、法律と規制に基づくコ

ンプライアンス要件への対応の有無についての確認を困難にする。 外部監査とセキュリティ

証明により、この問題を多少は軽減できるが、それらは万能薬ではない［ Mag10 ］。 
 
When information crosses borders, the governing legal, privacy, and regulatory 
regimes can be ambiguous and raise a variety of concerns (e.g., [CBC04]). 
Consequently, constraints on the trans-border flow of sensitive data, as well as 
the requirements on the protection afforded the data, have become the subject 
of national and regional privacy and security laws and regulations [Eis05]. 
Among the concerns to be addressed are whether the laws in the jurisdiction 
where the data was collected permit the flow, whether those laws continue to 
apply to the data post transfer, and whether the laws at the destination present 
additional risks or benefits [Eis05]. Technical, physical and administrative 
safeguards, such as access controls, often apply. For example, European data 
protection laws may impose additional obligations on the handling and 
processing of data transferred to the U.S. [DoC00]. 
 
情報が境界を越えるときの、法律／プライバシー／規則は曖昧であり、また、様々な関心事

を呼び起こす（例［ CBC04 ］）。 したがって、機密性が高いデータにおける境界横断のフ

ローに関する制約だけではなく、データ保護に（経済面で）利用できる要件が、国と地域に

おけるプライバシーとセキュリティに関するテーマとなった［ Eis05 ］。取り上げられるべ

き関心事として、データが集められる区域の法によるフローの承認および、データポスト転

送に関する継続的な法の適用、ディスティネーションでの別の法がもたらすリスクとメリッ

トなどが挙げられた。［ Eis05 ］ たとえば、アクセス･コントロールのような、技術／物理

／管理の面での予防措置が頻繁に適用される。 たとえば、ヨーロッパのデータ保護法が、ア



メリカに転送されるデータの取り扱いと処理に対して、別の義務を課すかもしれない。

［ DoC00 ］ 

 

The main compliance concerns with trans-border data flows include whether 
the laws in the jurisdiction where the data was collected permit the flow, 
whether those laws continue to apply to the data post transfer, and whether the 
laws at the destination present additional risks or benefits [Eis05]. Technical, 
physical and administrative safeguards, such as access controls, often apply. 
For example, European data protection laws may impose additional obligations 
on the handling and processing of data transferred to the U.S. [DoC00]. 
 

＊ この段落は、論旨が完全に重複しているため訳していません。 

 

Law and Regulations. For U.S. Federal agencies, the major security and 
privacy compliance concerns include the Clinger-Cohen Act of 1996, the Office 
of Management and Budget (OMB) Circular No. A-130, particularly Appendix 
III, the Privacy Act of 1974, and the Federal Information Security Management 
Act (FISMA) of 2002. Also of importance are National Archives and Records 
Administration (NARA) statues, including the Federal Records Act (44 U.S.C. 
Chapters 21, 29, 31, 33) and NARA regulations (Title 36 of the Code of 
Federal Regulations, Chapter XII, Subchapter B). The Clinger-Cohen Act 
assigns responsibilities for the efficiency, security, and privacy of computer 
systems within the federal government and establishes a comprehensive 
approach for executive agencies to improve the acquisition and management 
of their information resources. As part of OMB’s responsibilities under the 
Clinger-Cohen act, various circulars have been issued. Circular A-130 
establishes policy for the management of Federal information resources, 
including procedural and analytic guidelines for implementing specific aspects 
of these policies. Appendix III requires that adequate security is provided for all 
agency information that is collected, processed, transmitted, stored, or 
disseminated in general support systems and major applications. The Privacy 
Act likewise governs the collection, maintenance, use, and dissemination of 
personally identifiable information about individuals that is maintained in 
systems of records by federal agencies. 
 
Law and Regulations. U.S. 連邦機関における、セキュリティとプライバシーのコン

プライアンスに関する主たる関心事には、Clinger-Cohen Act of 1996 および、Office of 

Management and Budget (OMB) Circular No. A-130（特にAppendix III）、Privacy Act 

of 1974、そして、Federal Information Security Management Act (FISMA) of 2002 が

含まれる。 同様に重要なものとして、Federal Records Act (44 U.S.C. Chapters 21, 29, 

31, 33) と NARA regulations (Title 36 of the Code of Federal Regulations, Chapter XII, 

Subchapter B) を含む、National Archives and Records Administration (NARA) の活動が

ある。 

 Clinger-Cohen Act は、連邦政府におけるコンピュータ･システムの、効率化／セキュリテ

ィ／プライバシーに関する責任を割り当て、また、執行機関が情報リソースの獲得と管理を

改善するための、包括的なアプローチを確立する。 Clinger-Cohen 法令に基づく、OMB に

おける責任の一部として、各種の回覧物が発行されている。 

Circular A-130 は、連邦機関における情報リソースを管理するためのポリシーを確立し、こ

のポリシーにおける特定の局面を実装するための、手続きと分析のためのガイドラインを取



り込む。 Appendix III は、システムと主要アプリケーションの全体的な支援において、収集

／処理／伝達／保存／拡散される、すべての政府機関における情報に対して提供される、適

切なセキュリティを要求する。 それと同様に、Privacy Act は、連邦機関の記録システム内

に保持される、それぞれの個人情報の、収集／保守／配布に関するセキュリティに縛られる。 

 
FISMA requires federal agencies to adequately protect their information and 
information systems against unauthorized access, use, disclosure, disruption, 
modification, or destruction [HR2458]. That mandate includes protecting 
information systems used or operated by an agency or by a contractor of an 
agency or other organization on behalf of an agency. That is, any external 
provider handling federal information or operating information systems on 
behalf of the federal government must meet the same security requirements as 
the source federal agency. The security requirements also apply to external 
subsystems storing, processing, or transmitting federal information and any 
services provided by or associated with the subsystem. 
 
FISMA が政府機関に要求するのは、不正アクセス／使用／公表／中断／修正／廃棄に関する、

情報とシステムの適切な保護である。［ HR2458 ］ その権限には、政府機関および、その代

理任として振舞う契約者と組織が、使用／運用する情報システムの保護も含まれる。すなわ

ち、連邦政府の代理として、情報と運用システムを操作する、外部のあらゆるプロバイダー

は、その原点である連邦機関と同等のセキュリティ要件を充たす必要がある。 さらに、この

セキュリティ要件は、連邦の情報を保存／処理／転送する外部サブシステムと、それに関連

して提供されるサービスに対しても、すべからく適用される。 

 

Under the Federal Records Act and NARA regulations, agencies are 
responsible for managing federal records effectively throughout their lifecycle, 
including records in electronic information systems and in contracted 
environments. If a contractor holds federal records, the contractor must 
manage them in accordance with all applicable records management laws and 
regulations. Managing the records includes secure storage, retrievability, and 
proper disposition, including transfer of permanently valuable records to NARA 
in an acceptable format [Fer10]. 
 
Federal Records Act and NARA 規約の下で政府機関は、電子情報システムと契約先の保存

される記録を含めて、全体的なライフサイクルを通じて効果的に、連邦政府の記録を管理す

る責任を担う。 もし、契約先である請負人が、連邦政府の記録を保持する場合には、適用が

可能な記録管理の法規にしたがって、その管理を遂行しなければならない。 これらの管理に

は、重要な記録を恒久的に NARA へ転送するためのフォーマットも含めた、セキュアなスト

レージと、回復能力、 適切な配置などが取り込まれている。［ Fer10 ］ 

 
Other government and industry-association requirements, such as the Health 
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) and the Payment Card 
Industry Data Security Standard (PCI DSS), may apply to a particular 
organization. For example, the Veterans Health Administration falls under 
HIPAA standards for private and public health care facilities and applies to 
both employees and contractors [DVA]. HIPAA requires both technical and 
physical safeguards for controlling access to data, which may create 
compliance issues for some cloud providers. 
 



その他の政府および、民間連携として、たとえば、Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA) やPayment Card Industry Data Security Standard (PCI 

DSS) などが、特定の組織に適用されるかもしれない。また、Veterans Health 

Administration は民間／公共の医療の設備に関して、また、従業員と請負人への適用におい

て、HIPAA スタンダードに準拠する［ DVA ］。 HIPAA は、いくつかのクラウド･プロバイ

ダーにコンプライアンスの問題を提起するかもしれない、データへのアクセス･コントロール

について、技術面と物理面において予防措置を要求する。 

 
Cloud providers are becoming more sensitive to legal and regulatory concerns, 
and may be willing to commit to store and process data in specific jurisdictions 
and apply required safeguards for security and privacy. However, the degree 
to which they will accept liability for exposure of content under their control 
remains to be seen. Even so, organizations are ultimately accountable for the 
security and privacy of data held by a cloud provider on their behalf. 
 
クラウド･プロバイダーは、法規上の関連事項に対して、より以上に敏感になりつつある。 そ

して、特定の司法権において、データの保存と処理の問題を委ねようとし、そこで要求され

る予防措置を、セキュリティとプライバシーに適用しようとする。 しかし、それらのプロバ

イダーが、自身のコントロールの下に、コンテントの開示に対する責任を受け入れる度合い

については、継続した確認が必要である。 いずれにせよ、自身の代理として振舞うクラウド･

プロバイダーが保持する、データのセキュリティとプライバシーに関しては、発注側の司式

に最終的な責任がある。 


Electronic Discovery. Electronic discovery involves the identification, 
collection, processing, analysis, and production of electronic documents in the 
discovery phase of litigation [Daw05]. Organizations also have other incentives 
and obligations to preserve and produce electronic documents, such as 
complying with audit and regulatory information requests, and for government 
organizations, with Freedom of Information Act (FOIA) requests. Documents 
not only include electronic mail, attachments, and other data objects stored on 
a computer system or storage media, but also any associated metadata, such 
as dates of object creation or modification, and non-rendered file content (i.e., 
data that is not explicitly displayed for users). 
 

Electronic Discovery. Electronic Discovery は、訴訟における証拠開示の段階で、電

子ドキュメントの識別／収集／処理／分析／作成に関連するものである。 さらに組織は、政

府機関のために監査と規制上の情報要求にしたがい、また、Freedom of Information Act

（FOIA）リクエストに従うなど、電子ドキュメントの保存と作成に関する、動機と義務を有

する。 ここで言うドキュメントには、コンピュータ･システムおよびストレージ･メディア上

の、電子メール／アタッチメント／データ･オブジェクトが含まれるだけではなく、たとえば

データ･オブジェクトの作成／修正の日付などに関連するメタデータや、レンダリングされな

い（ユーザーに対して明示的に表示されないデータ）ファイル･コンテントも含まれる。 

 
The capabilities and process of a cloud provider, such as the form in which 
data is maintained and the electronic discovery-related tools available, affect 
the ability of the organization to meet its obligations in a cost effective, timely, 
and compliant manner [Mcd10]. For example, a cloud provider’s archival 
capabilities may not preserve the original metadata as expected, causing 
spoliation (i.e., the intentional, reckless, or negligent destruction, loss, material 



alteration, or obstruction of evidence that is relevant to litigation), which could 
negatively impact litigation. 
 
クラウド･プロバイダーの能力とプロセスは、たとえば Electronic Discovery で利用可能なツ

ールと、データが保持されているドキュメントの関係において、適切な方式を引き出し、最

短時間で義務を遂行するという能力に影響をおよぼす。［ Mcd10 ］ 例をあげると、クラウ

ド･プロバイダーのアーカイブ能力は、告訴に対してネガティブな影響を与える、略奪（すな

わち、告訴に関係がある証拠に対する、悪意／過失／怠慢による、破壊／損失／改竄／妨害）

の可能性を回避するために、予期されるような方式でオリジナルのメタデータを保持しない

だろう。 

 

4.3 Trust 
 
Under the cloud computing paradigm, an organization relinquishes direct control 
over many aspects of security and, in doing so, confers an unprecedented level of 
trust onto the cloud provider. 
 
こうした、クラウド･コンピューティング･パラダイムに基づき、セキュリティ上の多くの局面におい

て、組織は直接の制御を放棄し、また、そうすることで、クラウド･プロバイダーは前例のないレベ

ルの信頼を授けられる。 
 

Insider Access. Data processed or stored outside the confines of an 
organization, its firewall, and other security controls bring with it an inherent 
level of risk. The insider security threat is a well-known issue for most 
organizations and, despite the name, applies as well to outsourced cloud 
services [Ash10, Cap09, Kow08]. Insider threats go beyond those posed by 
current or former employees to include contractors, organizational affiliates, 
and other parties that have received access to an organization’s networks, 
systems, and data to carry out or facilitate operations. Incidents may involve 
various types of fraud, sabotage of information resources, and theft of 
confidential information. Incidents may also be caused unintentionally—for 
instance, a bank employee sending out sensitive customer information to the 
wrong Google mail account [Zet09b]. 
 
Insider Access. 組織の境界外（ファイアウォール外）で処理されストアされるデータ

および、その他のセキュリティ･コントロールは、先天的なレベルでのリスクを抱える。 内部

的なセキュリティの脅威は、大半の組織における既知の問題であり、また、その名前にかか

わらず、アウトソースされるクラウド･サービスにも該当する。［ Ash10、Cap09、Kow08 ］ 

インサイダー（クラウド･プロバイダーの）による脅威は、運用の遂行と促進のために、組織

のネットワーク／システム／データへのアクセスが許される現在と過去の従業員（請負契約

者や組織関係者などによるグループを含む）がもたらす脅威を、超えるものとなる。一連の

事件は、情報リソースに関する詐欺や妨害および、機密情報の盗難といった形態に関連する

かもしれない。 また、銀行員が間違った Google メール･アカウントに、機密性の高い顧客情

報を送ることで、無意識のうちに事件が発生することもある。［ Zet09b ］ 

 
Moving data and applications to a cloud computing environment operated by a 
cloud provider expands the insider security risk not only to the cloud provider’s 
staff, but also potentially among other customers using the service. For 
example, a denial of service attack launched by a malicious insider was 



demonstrated against a well-known IaaS cloud [Sla09]. The attack involved a 
cloud subscriber creating an initial 20 accounts and launching virtual machine 
instances for each, then using those accounts to create an additional 20 
accounts and machine instances in an iterative fashion, exponentially growing 
and consuming resources beyond set limits. 
 

クラウド･コンピューティング環境へ向けた、データとアプリケーションの移行を、プロバイ

ダー側が操作すると、そのプロバイダーのスタッフだけにではなく、同じサービスを利用し

ている他の顧客の間でも、インサイダー･セキュリティ･リスクが増大してしまう。 例を挙げ

ると、悪意のインサイダーが立ち上げた DoS（denial of service）攻撃が、著名な IaaS ク

ラウドで発見されている。［ Sla09 ］ この攻撃では、クラウド加入者が巻き込まれ、最初の 

20 アカウントが作成され、また、それぞれの仮想マシンのインスタンスが生成されてしまっ

た。続いて、反復的な方法で、最初の 20アカウントと仮想マシン･インスタンスを用いて、

設定された限界を越えるまで成長し、リソースが消費されてしまった。 

 
Data Ownership. The organization’s ownership rights over the data must be 
firmly established in the service contract to enable a basis for trust. The 
continuing controversy over privacy and data ownership rights for social 
networking users illustrates the impact that ambiguous terms can have on the 
parties involved (e.g., [Goo10, Rap09]). Ideally, the contract should state 
clearly that the organization retains ownership over all its data; that the cloud 
provider acquires no rights or licenses through the agreement to use the data 
for its own purposes, including intellectual property rights or licenses; and that 
the cloud provider does not acquire and may not claim any security interest in 
the data [Mcd10]. For these provisions to work as intended, the terms of data 
ownership must not be subject to unilateral amendment by the cloud provider. 
 
Data Ownership. 組織が有するデータの所有権は、基本的な信頼を確実にするために、

請負契約において強固に確立される必要がある。 ソーシャル･ネットワーキング･ユーザーの

プライバシーとデータ所有権に関する、絶え間のない論争が例証するのは、曖昧な用語と結

び付けられやすい、このグループに対して影響が及んでいることである。（例、［Goo10、

Rap09 ］） 理想的には、対象となる組織が、すべてのデータに関して所有権を維持すると契

約で定めるべきである。 対象となるデータ／知的財産権／ライセンスが、組織の目的のため

に使用されるという合意を通して、クラウド･プロバイダーは権利やライセンスを取得しない。

そして、クラウド･プロバイダーは、そのデータにおけるセキュリティ上の特権を取得せず、

また、主張せずに済む運用を目指すと明記すべきである。［ Mcd10 ］ これらの取り決めの、

意図どおりの運用を実現するために、データ所有権に関する条件は、クラウド･プロバイダー

により一方的に改正されてはならない。 

 
Composite Services. Cloud services themselves can be composed through 
nesting and layering with other cloud services. For example, a SaaS provider 
could build its services upon the services of a PaaS or IaaS cloud. The level of 
availability of the SaaS cloud would then depend on the availability of those 
services. Cloud services that use thirdparty cloud providers to outsource or 
subcontract some of their services should raise concerns, including the scope 
of control over the third party, the responsibilities involved, and the remedies 
and recourse available should problems occur. Trust is often not transitive, 
requiring that third-party arrangements be disclosed in advance of reaching an 
agreement with the cloud provider, and that the terms of these arrangements 



are maintained throughout the agreement or until sufficient notification can be 
given of any anticipated changes. 
 
Composite Services. クラウド･サービス自体は、他のクラウドと連携することで、ネ

ストやレイヤの複合的な構造をとり得るものである。 たとえば、SaaS プロバイダーは、

PaaS／IaaS クラウドのサービスを基盤として、自身のサービスを構築できる。 したがって、

SaaS クラウドにおける可用性のレベルは、それらの基盤となるサービスの可用性に依存する

ことになる。サービスのアウトソースや下請契約を用いるクラウド･プロバイダーを、サード

パーティとして利用するクラウド･サービスは、そのサードパーティを制御するスコープや、

それに関連する責任の所在、問題が生じた際の求償や償還などについて、関心を喚起する必

要がある。 信頼は、頻繁に変化するものではない。そのクラウド･プロバイダーとの合意に先

行して、サードパーティとしての合意が明らかにされるように要求すべきである。そして、

これらの合意における期間は、その開始から終了まで維持され、また、予期される変更につ

いては、そのための明確な通知が提供されるまで維持されるべきである。 

 

Liability and performance guarantees can become a serious issue with 
composite cloud services. For example, a consumer storage-based social 
networking service closed down after losing access to a significant amount of 
data from 20,000 of its subscribers. Because it relied on another cloud provider 
to host historical data, and on yet another cloud provider to host its newly 
launched application and database, direct responsibility for the cause of the 
failure was unclear and never resolved [Bro08]. 
 

複合的なクラウド･サービスでは、契約における責任と履行の保証が、重大な問題になり得る。

たとえば、コンシューマ向けのストレージ･ベースのソーシャル･ネットワーキング･サービス

は、20,000人のサブスクライバーから預かった、膨大な量のデータにアクセスできなくなっ

た後に閉鎖している。この事故においては、ヒストリー･データをホストするクラウド･プロ

バイダーへの依存があり、新たに立ち上げたアプリケーションとデータベースをホストする

別のプロバイダーも居たため、障害を引き起こした直接的な責任の所在が不明確になってし

まった。この問題は、解決されないだろう。［ Bro08 ］ 
 
Visibility. Migration to public cloud services relinquishes control to the cloud 
provider for securing the systems on which the organization’s data and 
applications operate. Management, procedural, and technical controls used in 
the cloud must be commensurate with those used for internal organizational 
systems or surpass them, to avoid creating gaps in security. Since metrics for 
comparing two computer systems are an ongoing area of research, making 
such comparisons can be a formidable task [Jan09]. Cloud providers are 
typically reluctant to provide details of their security and privacy, since such 
information might be used to devise an avenue of attack. Moreover, detailed 
network and system level monitoring by a cloud subscriber is generally not part 
of most service arrangements, limiting visibility and the means to audit 
operations directly (e.g., [Bro09, Dig08, Met09]). 
 
パブリック･クラウド･サービスへの移行においては、組織のデータとアプリケーションを運

用するシステムを、セキュアに保つための制御が、クラウド･プロバイダー側に譲渡される。 

そのクラウドで用いられる、管理／手続／技術に関する制御は、組織内システムで用いられ

ていた制御と比較して同等以上であり、また、セキュリティ･ギャップを回避する必要がある。

それらの、2つのコンピュータ･システムを比較する基準は、現時点で研究段階にあるため、

この比較作業は手ごわいタスクになり得る。［ Jan09 ］ 一般的に、クラウド･プロバイダー



が、自身のセキュリティとプライバシーについて、その詳細を語りたがらないのは、攻撃の

誘発を懸念してかもしれない。 さらに、クラウド加入者によるネットワークとシステムの、

詳細レベルにおけるモニタリングは、一般的なサービス契約には含まれない。それにより、

可視化と監査のためのダイレクトな走査が制約を受ける。（たとえば［ Bro09、Dig08、

Met09 ］） 
 
Transparency in the way the cloud provider operates is a vital ingredient for 
effective oversight over system security and privacy by an organization. To 
ensure that policy and procedures are being enforced throughout the system 
lifecycle, service arrangements should include some means for gaining 
visibility into the security controls and processes employed by the cloud 
provider and their performance over time. Ideally, the organization would have 
control over aspects of the means of visibility, such as the threshold for alerts 
and notifications or the level of detail and schedule for reports, to 
accommodate its needs. 
クラウド･プロバイダーの運用方式における透過性は、システムのセキュリティとプライバシ

ーを、顧客である組織が効果的に監督するのための、きわめて重要な要因である。対象とな

るシステムのライフサイクル全体を通じて、ポリシーとプロシージャが実施されていること

を保証するために、サービス契約には、可視化を高める方式を取り込むべきである。それに

より、セキュリティのコントロールとプロセスにおいて、クラウド･プロバイダにより採用さ

れた方式が、長期間に渡ってパフォーマンスを発揮することになる。顧客である組織にとっ

て理想的なのは、アラートや通知の設定や、それらのレベルに関する詳細設定、そして、ス

ケジュールされたレポートなどの可視化のための手法を、必要性に応じてコントロールでき

ることである。 

 
Risk Management. With cloud-based services, some subsystems or 
subsystem components are outside of the direct control of a subscribing 
organization. Many people feel more comfortable with risk when they have 
more control over the processes and equipment involved. At a minimum, a 
high degree of control provides the option to weigh alternatives, set priorities, 
and act decisively in the best interest of the organization when faced with an 
incident. Risk management is the process of identifying and assessing risk, 
and taking the necessary steps to reduce it to an acceptable level [Sto02]. 
Public cloud-based systems, as with traditional information systems, require 
that risks are managed throughout the system lifecycle.  
 
クラウド･ベースのサービスおよび、いくつかのサブ･システム、そしてサブ･システムのコン

ポーネントは、加入者である組織の外側に置かれ、ダイレクトな制御が不可能となる。 その

プロセスと、関連する設備に対して、より多くの制御を持てるときに、大半の人々が満足す

る、リスク管理が実現される。高度な制御であれば、組織が障害に直面するときに最大の関

心事となる、別の視点からの評価や、プライオリティの設定、そして問題の探索などに対し

て、少なくとも選択肢を提供すべきである。 リスク管理とは、その識別と算定のプロセスの

ことであり、そこで得られた結果を、許容レベルまで低減するための、必要なステップを処

理していくことである。［ Sto02 ］ パブリック･クラウド･ベースのシステムも、従来からの

情報システムと同様に、対象となるシステムのライフサイクル全体を通じて、リスクが管理

されることを要求する。 

 
Assessing and managing risk in systems that use cloud services can be a 
challenge. To the extent practical, the organization should ensure that security 
controls are implemented correctly, operate as intended, and meet its security 



requirements. Establishing a level of trust about a cloud service is dependent 
on the degree of control an organization is able to exert on the provider to 
provision the security controls necessary to protect the organization’s data and 
applications, and also the evidence provided about the effectiveness of those 
controls [Jtf10]. However, verifying the correct functioning of a subsystem and 
the effectiveness of security controls as extensively as with an organizational 
system may not be feasible in some cases, and other means (e.g., thirdparty 
audits) may be used to establish a level of trust. Ultimately, if the level of trust 
in the service falls below expectations and the organization is unable to employ 
compensating controls, it must either reject the service or accept a greater 
degree of risk. 
 
クラウド･サービスを用いるシステムで、リスクを算定／管理することは、チャレンジングな

作業になり得る。 現実的な範囲を前提として、セキュリティ･コントロールが正確に実装され、

意図どおりに運用され、セキュリティ要件を充たすことを、組織は保証すべきである。 クラ

ウド･サービスについて信頼のレベルを確立することは、組織のデータとアプリケーションを

守るために必要な、セキュリティ･コントロールを供給するために、対象となるプロバイダに

行使を許諾する、自らの組織を制御する度合いに依存する。さらに言えば、それらのコント

ロールの有効性について、組織からプロバイダーへ向けて、エビデンスが提供されることに

なる。［ Jtf10 ］しかし、組織のシステムと同程度の多様性を持つ、サブシステムとセキュ

リティ･コントロールの有効性につて、それらが正確に機能していることの検証は、いくつか

のケースにおいて実現不能かもしれない。そして、他の手段（たとえばサードパーティ監査）

が、信頼のレベルを確立するために、用いられるかもしれない。最終的に、サービスの信頼

レベルが期待値を下回り、また、補正のためのコントロールを組織が使用できない状況であ

れば、サービスの拒絶もしくは、深刻なリスクを伴う受け入れの、いずれかを選択しなけれ

ばならない。 

 

4.4 Architecture 
 
The architecture of the software systems used to deliver cloud services comprises 
hardware and software residing in the cloud. The physical location of the 
infrastructure is determined by the cloud provider as is the implementation of the 
reliability and scalability logic of the underlying support framework. Virtual machines 
often serve as the abstract unit of deployment and are loosely coupled with the cloud 
storage architecture. Applications are built on the programming interfaces of Internet-
accessible services, which typically involve multiple cloud components 
communicating with each other over application programming interfaces. Many of 
the simplified interfaces and service abstractions belie the inherent complexity that 
affects security. 
 
クラウド･サービスの供給で用いられるソフトウェア･システムのアーキテクチャは、対象となるクラ

ウド内に配置されるハードウェアとソフトウェアを構成する。インフラストラクチャの、物理的なロ

ケーションはクラウド･プロバイダーにより決定され、その基礎をなすサポート･フレームワークの、

信頼性と拡張性に関するロジックの実装も、同様に決定される。 仮想マシンは、多くの場合にデプ

ロイメントの抽象ユニットの役割を担い、また、そのクラウド･ストレージ･アーキテクチャと疎結合

される。それそれのアプリケーションは、インターネット･アクセスに対応するサービスの、プログ

ラミング･インターフェイス上に構築されれ、また、一般的には、API を介して相互に通信する多数

のクラウド･コンポーネントと関係を持つ。 その単純化されたインターフェイスとサービスにおける、

数多くの抽象概念は、内在する複雑さとは相反するものであり、セキュリティに影響をおよぼす。 



 
Attack Surface. The hypervisor or virtual machine monitor is an additional 
layer of software between an operating system and hardware platform that is 
used to operate multi-tenant virtual machines. Besides virtualized resources, 
the hypervisor normally supports other application programming interfaces to 
conduct administrative operations, such as launching, migrating, and 
terminating virtual machine instances. Compared with a traditional non-
virtualized implementation, the addition of a hypervisor causes an increase in 
the attack surface. 
 

Attack Surface. ハイパーバイザーおよび仮想マシン･モニターは、オペレーティング･

システムとハードウェア･プラットフォームの間に追加されるソフトウェア･レイヤであり、

マルチ･テナント仮想マシンを運用するために用いられる。 このハイパーバイザーは、仮想化

されたリソースのほかに、通常では他の API をサポートし、仮想マシン･インスタンスの起動

／移行／終了といった、アドミニストレーション操作を実施する。 従来からの仮想化されな

い実装と比較して、ハイパーバイザーの追加は、脆弱性の側面を増加させる原因となる。 

 
The complexity in virtual machine environments can also be more challenging 
than their traditional counterparts, giving rise to conditions that undermine 
security [Gar05]. For example, paging, checkpointing, and migration of virtual 
machines can leak sensitive data to persistent storage, subverting protection 
mechanisms in the hosted operating system intended to prevent such 
occurrences. Moreover, the hypervisor itself can potentially be compromised. 
For instance, a vulnerability that allowed specially crafted File Transfer 
Protocol (FTP) requests to corrupt a heap buffer in the hypervisor, which 
could allow the execution of arbitrary code at the host, was discovered in a 
widely used virtualization software product, in a routine for Network Address 
Translation (NAT) [Sec05, She05]. 
 
仮想マシン環境における複雑さは、従来からの環境におけるカウンターパートと比較して、

より以上にチャレンジングなものになり得るため、セキュリティを弱体化させる条件を引き

起こす。［ Gar05 ］ たとえば、仮想マシンにおける paging／checkpointing／migration 

は、機密性の高いデータを永続性のあるストレージにリークする可能性を持つ。したがって、

オペレーティング･システムに備わっている、こうしたリークを防ぐメカニズムが、仮想環境

では無効になってしまうことがある。 さらに、ハイパーバイザー自身が、脆弱性を持ってし

まう可能性もある。 現実に、狡猾に作りあげられた File Transfer Protocol （FTP）リクエ

ストが、ホストに任意のコードを実行させ、ハイパーバイザーのヒープ･バッファを改悪する

という、脆弱性が指摘されている。それは、広範囲で利用される仮想化ソフトウェア･プロダ

クトの、Network Address Translation（NAT）のためのルーチンで発見されている。

［ Sec05、She05 ］ 

 
Virtual Network Protection. Most virtualization platforms have the ability to 
create software-based switches and network configurations as part of the 
virtual environment to allow virtual machines on the same host to 
communicate more directly and efficiently. For example, for virtual machines 
requiring no external network access, the virtual networking architectures of 
most virtualization software products support same-host networking, in which 
a private subnet is created for intra-host communications. Traffic over virtual 
networks may not be visible to security protection devices on the physical 
network, such as network-based intrusion detection and prevention systems 



[Vie09]. To avoid a loss of visibility and protection against intra-host attacks, 
duplication of the physical network protection capabilities may be required on 
the virtual network [Ref10, Vmw10]. 
 
Virtual Network Protection. 大半の仮想化プラットフォームは、その仮想環境の一

部として、ソフトウェアベースのスイッチとネットワークのコンフィグレーションを生成す

る能力を持ち、同一ホスト上の仮想マシンによる、ダイレクトかつ効率的な通信を実現する。

たとえば、仮想マシンは外部ネットワーク･アクセスを必要としないため、大半の仮想化ソフ

トウェア･プロダクトの仮想ネットワーキング･アーキテクチャは、同一のホスト･ネットワー

キングをサポートし、その中に、イントラ･ホスト通信のためのプライベート･サブネットを

生成する。そのため、 仮想ネットワーク上のトラフィックは、ネットワーク･ベースの侵入

検出と防止システムなどの、物理的なネットワーク上のセキュリティ保護デバイスを用いて

も、可視化されないだろう。［ Vie09 ］ イントラ･ホスト攻撃における、可視化と保護を実

現するために、物理ネットワークの保護機能を複製したものが、この仮想ネットワーク上で

も必要とされるだろう。［ Ref10、Vmw10 ］ 
 

Ancillary Data. While the focus of protection is placed mainly on the 
application data, as guardians of the realm, cloud providers hold significant 
details about the service users’ accounts that could be compromised and 
used in subsequent attacks. Payment information is one example; other, more 
subtle types of information, can also be involved. For example, a database of 
contact information stolen from a SaaS cloud provider, via a targeted phishing 
attack against one of its employees, was used in turn to launch successful 
targeted electronic mail attacks against subscribers of the cloud service 
[Kre07, Mcm07]. The incident illustrates the need for cloud providers to 
promptly report security breaches occurring not only in the data the cloud 
provider holds for its subscribers, but also the data it holds about its 
subscribers. 
 
Ancillary Data. プロテクションにおけるフォーカスが、主としてアプリケーション･デ

ータへ向けられる一方で、このクラウドという領域の保護者であるプロバイダーが抱える、

ユーザー･アカウントのための重要なサービスが、危機にさらされ、また、次の攻撃に悪用さ

れる可能性は否定できない。 ペイメント情報は 1つの例であり、その他にも多数のタイプの

情報が、ここでの説明の対象となり得る。 たとえば、1人の従業員をターゲットにしたフィ

ッシング攻撃により、 SaaS クラウド･プロバイダーから盗まれたコンタクト情報のデータ

ベースが、そのクラウド･サービスの加入者に対する電子メール攻撃を開始するために、順番

に使われることがあり得る。［ Kre07、Mcm07 ］ この種の事件が例証するのは、サブスク

ライバーのために保持するデータだけではなく、サブスクライバー自身を保持するためのデ

ータに、セキュリティ侵害が生じたときにも、クラウド･プロバイダーは直ちに報告すべきと

いう必要性である。 

 
Another type of ancillary data held by IaaS cloud providers is virtual machine 
images. A virtual machine image entails the software stack, including installed 
and configured applications, used to boot the virtual machine into an initial 
state or the state of some previous checkpoint. Sharing virtual machine 
images is a common practice in some cloud computing environments. Image 
repositories must be carefully managed and controlled to avoid problems. 
 
IaaS クラウド･プロバイダーが保持する、もう1つの補助的なデータ･タイプは、仮想マシ

ン･イメージである。 仮想マシンが必要とするソフトウェア･スタックには、アプリケーショ



ンのインストール／コンフィグレーションに関するイメージおよび、イニシャル･ステートで

仮想ブートしたイメージ、そして、各種チェック･ポイントにおけるステートのイメージが含

まれる。 つまり、仮想マシン･イメージを共有することは、いくつかのクラウド･コンピュー

ティング環境における共通のプラクティスである。したがって、問題を回避するためには、

イメージ･リポジトリの厳重な管理と制御が必要となる。 

 
The provider of an image faces risks, since an image can contain proprietary 
code and data and embody vulnerabilities. An attacker may attempt to 
examine images to determine whether they leak information or provide an 
avenue for attack [Wei09]. This is especially true of development images that 
are accidentally released. The reverse may also occur—an attacker may 
attempt to supply a virtual machine image containing malware to users of a 
cloud computing system [Jen09, Wei09].6 For example, researchers 
demonstrated that by manipulating the registration process to gain a first-page 
listing, they could readily entice cloud users to run virtual machine images 
they contributed to the image repository of a popular cloud provider [Mee09]. 
The risks for users running tainted images include theft and corruption of data. 
 
イメージはプロプライエタリなコードとデータを含み、また、脆弱性を取り込んでしまった

ものとも捉えられるため、イメージを保持するプロバイダーはリスクに直面する。 攻撃者は、

情報リークの有無を判断するために、あるいは、アタックの経路を提供するために、イメー

ジを調べようとするかもしれない。［ Wei09 ］ それは、偶発的にリリースされてしまった

開発イメージにおいて、とりわけ深刻な問題となる。 その逆も、また、真である。つまり、

攻撃者は、マルウェアを意図的に含ませた仮想マシン･イメージを、クラウド･コンピューテ

ィング･システムのユーザーへ向けて、供給しようと企むかもしれない。［Jen09、Wei09 ］

6 例をあげると、レジストレーション･プロセスを操作することで、最初のページのリストが

得られることを、研究者たちは例証している。彼らは、著名なクラウド･プロバイダーのイメ

ージ･リポジトリに、仮想マシン･イメージをコントリビュートすることで、それを実行する

クラウド･ユーザーたちを容易に欺くことができた。［ Mee09 ］ 不正なイメージを実行し

ているユーザーは、データの盗難と改竄というリスクを抱え込んでいる。 

 
 

Client-Side Protection. A successful defense against attacks requires 
securing both the client and server side of cloud computing. With emphasis 
typically placed on the latter, the former can be easily overlooked. Web 
browsers, a key element for many cloud computing services, and the various 
available plug-ins and extensions for them are notorious for their security 
problems [Jen09, Ker10, Pro07, Pro09]. Moreover, many browser add-ons do 
not provide automatic updates, increasing the persistence of any existing 
vulnerabilities. 
 
攻撃に対する防御を完全なものにするためには、クラウド･コンピューティングにおけるクラ

イアントとサーバーの両サイドで、安全性を保たなければならない。しかし、一般的に見て、

後者は強調されるが、前者は容易に見逃されてしまう。数多くのクラウド･コンピューティン

グ･サービスのための主要素である、Web ブラウザおよび、各種のプラグインと拡張機能は、

セキュリティ面から見ると、きわめて評判が悪い。［ Jen09、Ker10、Pro07、Pro09 ］ さ

らに、数多くのブラウザ･アドオンが、自動的なアップデートを提供しないため、すでに認識

されている脆弱性であっても、それを引きずってしまうことになる。 

 



Maintaining physical and logical security over clients can be troublesome, 
especially with embedded mobile devices such as smart phones. Their size 
and portability can result in the loss of physical control. Built-in security 
mechanisms often go unused or can be overcome or circumvented without 
difficulty by a knowledgeable party to gain control over the device [Jan08]. 
Smart phones are also treated more as fixed appliances with a limited set of 
functions, than as general-purpose systems. No single operating system 
dominates and security patches and updates for system components and 
add-ons are not as frequent as for desktop clients, making vulnerabilities 
more persistent with a larger window of opportunity for exploitation. 
 
クライアント上で物理的／論理的なセキュリティを維持することは、たとえばスマートフォ

ンなどのエンベッドされたモバイル･デバイスで、とりわけ厄介な問題になり得る。 そのサ

イズとポータビリティが、物理的な制御の喪失をもたらす。 ビルトインのセキュリティ･メ

カニズムは、多くのケースで利用されていない。この種のデバイスにおける制御は、知識の

あるグループにより、難なく克服され、また、回避されてしまう。［ Jan08 ］ 多目的シス

テムとしてより、限定された機能を持つ、固定されたアプライアンスとして扱われるケース

が多い。 特定のオペレーティング･システムが占有するわけではなく、また、システム･コン

ポーネントとアドオンに対する、セキュリティのためのパッチやアップデートが、デスクト

ップ･クライアントほど頻繁に行われないため、搾取の機会をもたらす大きなセキュリティ･

ホールが、継続して存在しやすくなる。 

 
The increased availability and use of social media, personal Webmail, and 
other publicly available sites also have associated risks that are a concern, 
since they can negatively impact the security of the browser, its underlying 
platform, and cloud services accessed, through social engineering attacks. 
For example, spyware was reportedly installed in a hospital system via an 
employee’s personal Webmail account and sent the attacker more than 1,000 
screen captures, containing financial and other confidential information, 
before being discovered [Mcm09b]. Having a backdoor Trojan, keystroke 
logger, or other type of malware running on a client does not bode well for the 
security of cloud or other Web-based services it accesses [Fre08, MRG10]. 
As part of the overall security architecture for cloud computing, organizations 
need to review existing measures and employ additional ones, if necessary, to 
secure the client side. Banks are beginning to take the lead in deploying 
hardened browser environments that encrypt network exchanges and protect 
against keystroke logging [Dun10a, Dun10b]. 
 
ますます便利さが増し、入手が容易になるり、また、ソーシャル･メディアやパーソナル 

Web メールなどの利用や、一般に公開されているサイトとの結びつきも、リスクを増大させ

ると考えるべきだ。なぜなら、ソーシャル･エンジニアリング攻撃を介して、ブラウザのセキ

ュリティや、基礎をなすプラットフォーム、アクセスされるクラウド･サービスに、悪影響を

与える可能性が生じるからだ。例を挙げると、従業員のパーソナル Web メール･l アカウン

トを介して侵入した、スパイウェアが病院システムにインストールされ、発見されるまで、

財務情報などの機密情報を含む、1,000 枚以上のスクリーン･キャプチャーを送り続けたと

いう事件がある。［ Mcm09b ］ トロイの木馬や、キー･ストローク･ロガーなどのマルウェ

アがクライアント上で動いている状況は、クラウドのセキュリティおよび、他の Web ベー

ス･サービスにとって悪い徴候である。［ Fre08、MRG10 ］ クラウド･コンピューティング

における、全体的なセキュリティ･アーキテクチャの一部として、これまでの基準や従業員に

ついてレビューするだけではなく、必要に応じて、クライアント･サイドのセキュリティをチ



ェックすべきである。 銀行系は、ネットワーク･エクスチェンジの暗号化と、キー･ストロー

ク･ロガーへの対策を講じた、堅牢なブラウザ環境のデプロイメントを、主導しつつある。

［ Dun10a、Dun10b ］ 

 
Server-Side Protection. Virtual servers and applications, much like their 
non-virtual counterparts, need to be secured in IaaS clouds, both physically 
and logically. Following organizational policies and procedures, hardening of 
the operating system and applications should occur to produce virtual 
machine images for deployment. Care must also be taken to provision 
security for the virtualized environments in which the images run [You07]. For 
example, virtual firewalls can be used to isolate groups of virtual machines 
from other hosted groups, such as production systems from development 
systems or development systems from other cloud-resident systems. 
Carefully managing virtual machine images is also important to avoid 
accidentally deploying images under development or containing vulnerabilities. 
 
仮想環境におけるサーバーとアプリケーションも、非仮想でのカウンターパートと同様に、

IaaS クラウドでは物理的／論理的でセキュアに保たれる必要がある。 組織としてのポリシ

ーとプロシージャに続いて、オペレーティング･システムとアプリケーションの堅牢化が、デ

ィプロイするときの仮想マシン･イメージ作成において実施されるべきである。さらに、対象

となるイメージが動作する仮想環境のための、セキュリティのプロビジョニングが取り込ま

れるべきである。［ You07 ］ たとえば、他のホストされたグループから、仮想マシンのグ

ループを分離するために、仮想ファイアウォールを利用できる。 具体的には、デプロイメン

ト･システムからの、プロダクション･システムの分離や、他のクラウド常駐システムからの、

開発システムの分離などが想定される。開発中のイメージや、脆弱性を含むイメージの、偶

発的なデプロイを未然に回避するためにも、仮想マシン･イメージの慎重な管理が重要となる。 

 
Hybrid clouds are a type of composite cloud with similar protection issues. In 
a hybrid cloud the infrastructure consists of a private cloud composed with 
either a public cloud or another organization’s private cloud. The clouds 
themselves remain unique entities, bound together by standardized or 
proprietary technology that enables unified service delivery, but also creates 
interdependency. For example, identification and authentication might be 
performed through an organization’s private cloud infrastructure, as a means 
for its users to gain access to services provisioned in a public cloud. 
Preventing holes or leaks between the composed infrastructures is a major 
concern with hybrid clouds, because of increases in complexity and diffusion 
of responsibilities. The availability of the hybrid cloud, computed as the 
product of the availability levels for the component clouds, can also be a 
concern; if the percent availability of any one component drops, the overall 
availability suffers proportionately. 
 
ハイブリッド･クラウドとは、プロテクションにおいて類似する視点を持つ、複合的なタイプ

のクラウドのことである。 ハイブリッド･クラウドにおいて、そのインフラストラクチャは

プライベート･クラウドとパブリック･クラウドの組み合わせ、もしくは他の組織のプライベ

ート･クラウドとの組み合わせにより成り立つ。 それぞれのクラウド自身は、ユニークなエ

ンティティを保持しながら従属関係も構成し、また、統合されたサービス提供を実現するた

めに、スタンダードもしくはプロプライエタリなテクノロジーによりバインドされる。 たと

えば、ID による認証は、組織のプライベート･クラウド･インフラストラクチャを介して実施

されるが、その認証の結果が、パブリック･クラウドで供給されるサービスへのアクセス手段



にもなる。 それらの組み合わされたインフラストラクチャ間でのホールおよびリークを防ぐ

ことが、ハイブリッド･クラウドでの主要な関心になるのは、責任における複雑さと拡散が増

大するためである。 ハイブリッド･クラウドの可用性は、そこでのクラウド･コンポーネント

の可用性レベルをかけ合わせたものと計算され、また、そのことが関心事になり得る。あら

ゆるコンポーネントの中で、その １つが可用性を低下させると、それに比例して、全体的な

可用性が打撃を受ける。 

 

4.5 Identity and Access Management 
 
Data sensitivity and privacy of information have become increasingly an area of 
concern for organizations and unauthorized access to information resources in the 
cloud is a major concern. One recurring issue is that the organizational identification 
and authentication framework may not naturally extend into the cloud and extending 
or changing the existing framework to support cloud services may be difficult [Cho09]. 
The alternative of employing two different authentication systems, one for the 
internal organizational systems and another for external cloud-based systems, is a 
complication that can become unworkable over time. Identity federation, popularized 
with the introduction of service oriented architectures, is one solution that can be 
accomplished in a number of ways, such as with the Security Assertion Markup 
Language (SAML) standard or the OpenID standard. 
 
データの機密性と情報のプライバシーは、組織の関心領域に深く入り込み、また、クラウドに置かれ

た情報リソースへの未承認アクセスが主たる関心事になってきた。組織における ID と 認証のフレ

ームワークが、クラウドの中にまで自然なかたちで拡張されそうもなく、また、クラウド･サービス

をサポートするための、既存フレームワークの拡張および変更が難しそうだということが、繰り返し

て発生する １つの論点になっている。［ Cho09 ］ 1つは組織の内部システムのために、もう1つは

外部のクラウド･システムのために、2つの異なる認証システムを採用するという代替案は、時間の経

過とともに機能しなくなる、複雑さを取り込んでしまう。 SOA の導入により普及してきた、ID フ

ェデレーションは、SAML（Security Assertion Markup Language ）スタンダードや OpenID ス

タンダードといった、多様な方法を用いて達成される、1つの ソリューションになり得る。 

 
 

Authentication. A growing number of cloud providers support the SAML 
standard and use it to administer users and authenticate them before 
providing access to applications and data. SAML provides a means to 
exchange information, such as assertions related to a subject or 
authentication information, between cooperating domains. SAML request and 
response messages are typically mapped over the Simple Object Access 
Protocol (SOAP), which relies on the eXtensible Markup Language (XML) for 
its format. SOAP messages are digitally signed. For example, once a user 
has established a public key certificate for a public cloud, the private key can 
be used to sign SOAP requests. 
 
SAML スタンダードをサポートし、それをユーザーを適用し、また、アプリケーションとデ

ータへのアクセスに際して認証に用いる、クラウド･プロバイダーが増えてきている。 

SAML は、従属関係や認証情報の判断といった、情報交換のための手段を協調するドメイン

間に提供する。 SAML における一般的な要求と応答のメッセージは、XML（eXtensible 

Markup Language）形式に依存する、SOAP（Simple Object Access Protocol ）上にマッ

プされる。 そして、この SOAP メッセージは、ディジタル方式で署名される。 たとえば、



パブリック･クラウドのための公開鍵の証明書を、ユーザーが確立した後であれば、そのペア

である秘密キーを用いて、SOAPリクエストに署名することが可能になる。 

 
SOAP message security validation is complicated and must be carried out 
carefully to prevent attacks. For example, XML wrapping attacks have been 
successfully demonstrated against a public IaaS cloud [Gaj09, Gru09]. XML 
wrapping involves manipulation of SOAP messages. A new element (i.e., the 
wrapper) is introduced into the SOAP Security header; the original message 
body is then moved under the wrapper and replaced by a bogus body 
containing an operation defined by the attacker [Gaj09, Gru09]. The original 
body can still be referenced and its signature verified, but the operation in the 
replacement body is executed instead. 
 
SOAPメッセージにおけるセキュリティ検証は複雑であり、また、攻撃を防ぐために慎重に

実施されなくてはならない。 例をあげると、XML ラッピング攻撃が、パブリック IaaS ク

ラウドに打撃を与えたという事件がある。［ Gaj09、Gru09 ］ XMLラッピングには、

SOAPメッセージの取り扱いが伴う。まず、 新しい要素（ラッパーなど）が、SOAP 

Security ヘッダーに導入される。 続いて、オリジナル･メッセージの body がラッパーの下

へ動かされ、攻撃者に定義された操作を含む、偽の body に置き換えられる。［ Gaj09、

Gru09 ］ 依然として、オリジナル body の参照は可能であり、その署名は検証されるが、

それらに換えて、置き換えられた body 内の処理が実行されてしまう。 

 


Access Control. SAML alone is not sufficient to provide cloud-based 
identity and access management services. The capability to adapt cloud 
subscriber privileges and maintain control over access to resources is also 
needed. As part of identity management, standards like the eXtensible Access 
Control Markup Language (XACML) can be used by a cloud provider to 
control access to cloud resources, instead of using a proprietary interface. 
XACML focuses on the mechanism for arriving at authorization decisions, 
which complements SAML’s focus on the means for transferring 
authentication and authorization decisions between cooperating entities. 
XACML is capable of controlling the proprietary service interfaces of most 
providers, and some cloud providers already have it in place. Messages 
transmitted between XACML entities are susceptible to attack by malicious 
third parties, making it important to have safeguards in place to protect 
decision requests and authorization decisions from possible attacks, including 
unauthorized disclosure, replay, deletion and modification [Kel05]. 
 
Access Control. 単体としての SAML だけでは、クラウド･ベース ID と、マネージメ

ント･サービスへのアクセスを、充分に提供し得ない。 クラウド加入者の権限を適応させ、

また、リソース･アクセスに関する制御を維持する能力も、必要とされる。クラウド･プロバ

イダは、プロプライエタリなインターフェイスに替えて、XACML（eXtensible Access 

Control Markup Language）のようなスタンダードを ID 管理の一部として利用し、クラウ

ドリソースへのアクセスをコントロールできる。XACML は、承認を判断するポイントへの

到達に、フォーカスを合わせている。それは、SAML がフォーカスしている、承認情報の転

送方式と、協調するエンティティでの認証に関するやり取りを、補完するものとなる。 

XACML は、大半のプロバイダにおける、プロプライエタリなサービス･インターフェイスを

制御できる。そして、いくつかのクラウド･プロバイダーは、それらを適切な位置に、すでに

配置している。 XACML エンティティ間で伝達されるメッセージは、悪意があるサードパー



ティにより、攻撃の対象にされる可能性がある。適切な予防措置を講じて、認証のためのリ

クエストと、認証結果としての返信を、それらの攻撃から防御することが重要になる。そこ

には、承認に失敗した結果の公表や、再要求、削除、修正なども含まれる。［ Kel05 ］ 

 

4.6 Software Isolation 
 
High degrees of multi-tenancy over large numbers of platforms are needed for cloud 
computing to achieve the envisioned flexibility of on-demand provisioning of reliable 
services and the cost benefits and efficiencies due to economies of scale. To reach 
the high scales of consumption desired, cloud providers have to ensure dynamic 
flexible delivery of service and isolation of subscriber resources. Multi-tenancy in 
cloud computing is typically done by multiplexing the execution of virtual machines 
from potentially different users on the same physical server [Ris09]. It is important to 
note that applications deployed on guest virtual machines remain susceptible to 
attack and compromise, much the same as their non-virtualized counterparts. This 
was dramatically exemplified by a botnet found operating out of an IaaS cloud 
computing environment [Mcm09a, Whi09]. 
 
多数のプラットフォーム上において、マルチ･テナントの度合いを高めていくことが、クラウド･コン

ピューティングにとって必要となる。それにより、規模の経済が充たされ、高信頼性サービスのオ

ン･デマンドによるプロビジョニングや、コスト･メリットおよび効率費用対効果と効率がを達成する

ために想定された、柔軟性のラインに到達するからだ。 膨大な消費が望まれるハイ･スケールに到達

するために、クラウド･プロバイダは加入者のリソースに対して、動的で柔軟性のあるサービス提供

し、また、分離についても保証しなければならない。一般的に、クラウド･コンピューティングにお

けるマルチ･テナントは、 同じ物理サーバーの異なるユーザーたちが、それぞれの仮想マシンを多重

に実行することで達成される。［ Ris09 ］非仮想環境におけるカウンターパートと同様に、ゲスト

仮想マシン上にディプロイされたアプリケーションが、攻撃からの影響をうけやすく、また、脆弱性

を残していることは、指摘すべき重要なポイントである。 それは、IaaS クラウド･コンピューティ

ング環境で、動いているところを発見された、ボットが実証する顕著な例である。［ Mcm09a、

Whi09 ］ 

 
Hypervisor Complexity. The security of a computer system depends on 
the quality of the underlying software kernel that controls the confinement and 
execution of processes. A virtual machine monitor or hypervisor is designed to 
run multiple virtual machines, each hosting an operating system and 
applications, concurrently on a single host computer, and to provide isolation 
between the different guest virtual machines. 
 
Hypervisor Complexity. 仮想マシン･モニターあるいはハイパーバイザーは、多数の

仮想マシンを単一のホスト･コンピュータ上でコンカレントに実行し、その上でオペレーティ

ング･システムとアプリケーションを機能させるようにデザインされているが、個々のゲスト

仮想マシン間を分離させるようにも設計されている。 

 
A virtual machine monitor can, in theory, be smaller and less complex than an 
operating system. These characteristics generally make it easier to analyze 
and improve the quality of security, giving a virtual machine monitor the 
potential to be better suited for maintaining strong isolation between guest 
virtual machines than an operating system is for isolating processes [Kar08]. 
In practice, however, modern hypervisors can be large and complex, 



comparable to an operating system, which negates this advantage. For 
example, Xen, an open source x86 virtual machine monitor, incorporates a 
modified Linux kernel to implement a privileged partition for input/output 
operations, and KVM, another open source effort, transforms a Linux kernel 
into a virtual machine monitor [Kar08, Sha08, Xen08]. Understanding the use 
of virtualization by a cloud provider is a prerequisite to understanding the 
security risk involved. 
 
仮想マシン･モニターは理論上、オペレーティング･システムより小さく、また、それほど複

雑にはなり得ない。 一般的にみて、これらの特徴により、セキュリティにおける特性の分析

と、より容易な改善が実現される。その結果として、分離のプロセスにおける仮想マシン･モ

ニターには、オペレーティング･システムの階層というより、ゲスト仮想マシン間で、強力な

分離を維持するための適応性が与えられる。［ Kar08 ］ しかし、現実には、近代的なハイ

パーバイザーは、その規模と複雑さを増大してきており、このアドバンテージを否定するオ

ペレーティング･システムと似てきてしまった。たとえば、オープンソース x86 仮想マシン･

モニターである Xen は、修正された Linux カーネルを取り込んでおり、I/O 操作のための

特権的なパーティションおよび KVM を実装している。 また、オープンソースにおける別の

結果として、Linux カーネルを仮想マシンモニターに変換している。［ Kar08、Sha08、

Xen08 ］ 仮想化の用法をクラウド･プロバイダーが理解する際には、そこに関連するセキュ

リティ･リスクを、理解することが必要条件となる。 
 
Attack Vectors. Multi-tenancy in virtual machine-based cloud 
infrastructures, together with the subtleties in the way physical resources are 
shared between guest virtual machines, can give rise to new sources of threat. 
The most serious threat is that malicious code can escape the confines of its 
virtual machine and interfere with the hypervisor or other guest virtual 
machines. Live migration, the ability to transition a virtual machine between 
hypervisors on different host computers without halting the guest operating 
system, and other features provided by virtual machine monitor environments 
to facilitate systems management, also increase software size and complexity 
and potentially add other areas to target in an attack.  
 
Attack Vectors. 仮想マシン･ベースのクラウド･インフラストラクチャでのマルチ･テ

ナントは、ゲスト仮想マシン間で物理的なリソースを共有するという、繊細な方式と組み合

わされるため、新しい脅威の要因をもたらす。 その中でも最大の脅威は、悪質なコードが仮

想マシンの境界をすり抜け、ハイパーバイザーや他のゲスト仮想マシンを妨害することだ。 

ゲストオペレーティング･システムを停止することなく、異なるホスト･コンピュータ上のハ

イパーバイザー間で、仮想マシンを移行するライブ･マイグレーションの機能および、仮想マ

シン･モニター環境でシステム･マネージメントを容易にするため提供される機能なども、 

ソフトウェアのサイズと複雑さを増大し、攻撃の潜在ターゲット･エリアを拡大する。 

 
Several examples illustrate the types of attack vectors possible. The first is 
mapping the cloud infrastructure. While seemingly a daunting task to perform, 
researchers have demonstrated an approach with a popular IaaS cloud 
[Ris09]. By launching multiple virtual machine instances from multiple cloud 
subscriber accounts and using network probes, assigned IP addresses and 
domain names were analyzed to identify service location patterns. Building on 
that information and general technique, the plausible location of a specific 
target virtual machine could be identified and new virtual machines 
instantiated to be eventually co-resident with the target.  



 
いくつかの事例が、このタイプの起り得る攻撃ベクトルを例証している。 最初の事例は、ク

ラウド･インフラストラクチャにマッピングできる。 一見したところ、実施が困難なタスク

に仕事であるが、研究者たちは、一般的な IaaS クラウドを用いいるアプローチを実証した。

［ Ris09 ］ 多数のクラウド･サブスクライバー･アカウントから、多数の仮想マシン･インス

タンスを立ち上げ、そしてネットワーク･プローブ（キャプチャ）を用いることで、サービ

ス･ロケーション･パターンを識別するために必要な、割り当て済の IP アドレスとドメイン

名が分析された。 それらの情報と一般的なテクニックをもとに作り上げて、特定のターゲッ

ト仮想マシンのものと思われるロケーションが識別され、また、ターゲットと共存すること

になる、新しい仮想マシンの初期化も識別された。 

 
Once a suitable target location is found, the next step for the guest virtual 
machine is to bypass or overcome containment by the hypervisor or to 
takedown the hypervisor and system entirely. Weaknesses in the provided 
programming interfaces and the processing of instructions are common 
targets for uncovering vulnerabilities to exploit [Fer07]. For example, a serious 
flaw that allowed an attacker to write to an arbitrary out-of-bounds memory 
location was discovered in the power management code of a hypervisor by 
fuzzing emulated I/O ports [Orm07].7 A denial of service vulnerability, which 
could allow a guest virtual machine to crash the host computer along with the 
other virtual machines being hosted, was also uncovered in a virtual device 
driver of a popular virtualization software product [Vmw09]. 
 

適当なターゲット･ロケーションが見つかった後、対象となるゲスト仮想マシンに対するステ

ップは、そのハイパーバイザーを用いた抑制のバイパスもしくは解除、そして、ハイパーバ

イザーとシステム全体の破壊となる。 提供されるプログラミング･インターフェイスとイン

ストラクション処理における弱点は、脆弱性をさらけ出すための共通のターゲットとなる。

［ Fer07 ］ 例をあげると、エミュレートされた I/O ポートを混乱させることで、区域外の

任意のメモリ･ロケーションに、攻撃者たちに書込みを許してしまうという深刻な欠陥が、ハ

イパーバイザーのパワー･マネージメント･コード内で発見されている。［ Orm07 ］7サー

ビスの拒絶に関する脆弱性については、ゲスト仮想マシンが、同じくホストされている他の

仮想マシンと共謀して、ホスト･コンピュータをクラッシュさせる原因が、一般的な仮想化ソ

フトウェア･プロダクトの仮想デバイス･ドライバーで発見されている。［ Vmw09 ］ 

 
More indirect attack avenues may also be possible. For example, researchers 
developed a way for an attacker to gain administrative control of guest virtual 
machines during a live migration, employing a man-in-the-middle attack to 
modify the code used for authentication [Obe08a]. Memory modification 
during migration presents other possibilities, such as the potential to insert a 
virtual machine-based rootkit layer below the operating system [Kin06]. A 
zero-day exploit in HyperVM, an open source application for managing virtual 
private servers, purportedly led to the destruction of approximately 100,000 
virtual server-based Websites hosted by a service provider [Goo09b]. Another 
example of an indirect attack involves monitoring resource utilization on a 
shared server to gain information and perhaps perform a side-channel attack, 
similar to attacks used in other computing environments [Ris09]. For example, 
an attacker could determine periods of high activity, estimate high-traffic rates, 
and possibly launch keystroke timing attacks to gather passwords and other 
data from a target server. 
 



さらに間接的な攻撃ルートも、存在し得るかもしれない。 たとえば、研究者が作り上げた方

式としては、ライブ･マイグレーションの間に、ゲスト仮想マシンのアドミニストレーション

権限を攻撃者が入手し、認証のために使用されるコードを、man-in-the-middle 攻撃により

修正するという例がある。［ Obe08a ］ 移行の際に行われるメモリの修正は、たとえばオ

ペレーティング･システムの下に、仮想マシンベースの rootkit レイヤを差し込むような、別

の問題を引き起こす可能性を持つ。［ Kin06 ］ HyperVM における zero-day の悪用は、 

仮想プライベート･サーバーを管理するオープンソース･アプリケーションを用いて、サービ

ス･プロバイダーがホストしている、およそ100,000 台の仮想サーバー･ベースの Web サイ

トを破壊に導いたとされる。［ Goo09b ］ もう1つの間接的な攻撃の例では、共有サーバー

上でリソース使用をモニターする機能から情報を抜き取り、他のコンピューティング環境で

用いられた攻撃に類似する、side-channel 攻撃を行なったとみられている。［ Ris09 ］た

とえば、攻撃者は、アクティビティが高い期間を判断し、また、トラフィックの量を見積も

り、ターゲット･サーバーからパスワードなどのデータを集める、キーストローク･タイマー

攻撃を仕掛けることができた。 

 

4.7 Data Protection 
 

Data stored in the cloud typically resides in a shared environment collocated with 
data from other customers. Organizations moving sensitive and regulated data into 
the cloud, therefore, must account for the means by which access to the data is 
controlled and the data is kept secure. 
 
一般的に、クラウドにストアされるデータとは、複数の顧客からのデータにより構成される、共有さ

れた環境内に存在する。 したがって、機密性が高く取り扱いが規制されるデータを、クラウドへと

移行する組織は、データへのアクセスの制御と、データをセキュアに維持することについて、責任を

持たなければならない。 

 
Data Isolation. Data can take many forms. For example, for cloud-based 
application development, it includes the application programs, scripts, and 
configuration settings, along with the development tools. For deployed 
applications, it includes records and other content created or used by the 
applications, as well as account information about the users of the 
applications. Access controls are one means to keep data away from 
unauthorized users; encryption is another. Access controls are typically 
identity-based, which makes authentication of the user’s identity an important 
issue in cloud computing. 
 
データは、数多くの形式をとることができる。たとえば、クラウド･ベースのアプリケーショ

ン開発には、対象となるアプリケーションのプログラムおよび、スクリプト、コンフィグレ

ーション設定に加えて、開発ツールも含まれる。 そして、ディプロイメントにおいては、そ

のアプリケーションが利用する記録といったコンテンツたけではなく、アプリケーションの

ユーザーに関するアカウント情報も含まれる。未承認のユーザーからデータを遠ざける 1つ

の手段がアクセス･コントロールであり、もう 1つが暗号化である。 アクセス･コントロール

は、典型的な ID ベースの手法であり、クラウド･コンピューティングにおける ユーザー ID 

認証を重要な論点にする。 

 
Database environments used in cloud computing can vary significantly. For 
example, some environments support a multi-instance model, while others 
support a multi-tenant model. The former provide a unique database 



management system running on a virtual machine instance for each cloud 
subscriber, giving the subscriber complete control over role definition, user 
authorization, and other administrative tasks related to security. The latter 
provide a predefined environment for the cloud subscriber that is shared with 
other tenants, typically through tagging data with a subscriber identifier. 
Tagging gives the appearance of exclusive use of the instance, but relies on 
the cloud provider to establish and maintain a sound secure database 
environment. 
 
クラウド･コンピューティングで用いられるデータベース環境は、きわめて多様なものになり

得る。 たとえば、いくつかの環境ではマルチ･インスタンス･モデルがサポートされるが、他

ではマルチ･テナント･モデルがサポートされるといった状況である。 前者では、それぞれの

クラウド･サブスクライバー用として、仮想マシン･インスタンス上で実行される、個別のデ

ータベース･マネージメント･システムが提供される。それにより、ロール定義および、ユー

ザー承認などの、セキュリティと関係するアドミニストレーションの、完全な制御がサブス

クライバーに提供される。後者では、一般的には、サブスクライバーの ID によるデータへ

のタグを介して、他のテナントと共有される定義済みの環境が、クラウド･サブスクライバー

に提供される。 対象となるインスタンスの排他的な使用が、タギングによる見かけ上のもの

として提供されるが、そのクラウド･プロバイダーが、信頼できるセキュアなデータベース環

境を確立・維持していことが前提となる。 

 
Various types of multi-tenant arrangements exist for databases. Each 
arrangement pools resources differently, offering different degrees of isolation 
and resource efficiency [Jac07, Wai08]. Other considerations also apply. For 
example, certain features like data encryption are only viable with 
arrangements that use separate rather than shared databases. These sorts of 
tradeoffs require careful evaluation of the suitability of the data management 
solution for the data involved. Requirements in certain fields, such as 
healthcare, would likely influence the choice of database and data 
organization used in an application. Privacy sensitive information, in general, 
is a serious concern [Pea09]. 
 
多様なマルチ･テナント契約が、データベースのために存在している。 それぞれの取り決め

において、それぞのリソースが共有されるため、分離のレベルとリソースの効率も様々であ

る［ Jac07、Wai08 ］また、別のコンソリデーションも適用される。 たとえば、データの

暗号化といった特定の機能は、データベースの共有ではなく、分離を実施していく取り決め

においてのみ、実現が可能になる。この種のトレードオフでは、そこで取り扱われるデータ

のマネージメント･ソリューションとの、適合性に関する慎重な評価が必要とされる。ヘルス

ケアのような特定フィールドの要件は、データベースの選択および、アプリケーションで用

いられるデータ構成に、影響を与えるだろう。 全般において、プライバシーに関連する機密

情報は、重大な関心事となる。［ Pea09 ］ 

 
Data must be secured while at rest, in transit, and in use, and access to the 
data must be controlled. Standards for communications protocols and public 
key certificates allow data transfers to be protected using cryptography. 
Procedures for protecting data at rest are not as well standardized, however, 
making interoperability an issue due to the predominance of proprietary 
systems. The lack of interoperability affects the availability of data and 
complicates the portability of applications and data between cloud providers. 
 



平時のデータはセキュアでなくてはならず、また、データの転送／使用／アクセスにおいて

はコントロールが必要になる。 通信プロトコルと公開鍵証明書の標準化により、転送される

データの暗号を用いた保護が実現される。 しかし、平時のデータを保護するためのプロシー

ジャが標準化されていないため、プロプライエタリなシステムが優勢となり、また、インタ

ーオペラビリティに問題を生じさせる。インターオペラビリティの欠如はデータの運用性に

悪影響を与え、また、クラウド･プロバイダーの間での、アプリケーションとデータのポータ

ビリティを複雑にする。 

 
Currently, the responsibility for cryptographic key management falls mainly on 
the cloud service subscriber. Key generation and storage is usually performed 
outside the cloud using hardware security modules, which do not scale well to 
the cloud paradigm. NIST’s Cryptographic Key Management Project is 
identifying scalable and usable cryptographic key management and exchange 
strategies for use by government, which could help to alleviate the problem 
eventually.8 Protecting data in use is an emerging area of cryptography with 
little practical results to offer, leaving trust mechanisms as the main safeguard 
[Gre09]. 
 
現時点において、暗号キーの管理に関する責任は、主としてクラウド･サービス･サブスクラ

イバー側にある。 通常、キーの生成と保存は、そのクラウドの外側に置かれた、ハードウェ

ア･セキュリティ･モジュールを用いて行われ、また、クラウド･パラダイムに合わせたスケー

ルが上手くできない。 NIST の Cryptographic Key Management Project は、政府におけ

る採用のために、スケーラブルで有用な暗号キー管理およびとエクスチェンジを識別し、こ

の問題を軽減する助けとなっている。8使用されるデータの保護は、提供すべき具体的な結

果に乏しい、暗号化の領域に浮上してきたテーマであり、主たる予防措置としての、信頼の

メカニズムが定まっていない。［ Gre09 ］ 

 


Data Sanitization. The data sanitization practices that a cloud provider 
implements have obvious implications for security. Sanitization is the removal 
of sensitive data from a storage device in various situations, such as when a 
storage device is removed from service or moved elsewhere to be stored. 
Data sanitization also applies to backup copies made for recovery and 
restoration of service, and also residual data remaining upon termination of 
service. In a cloud computing environment, data from one subscriber is 
physically commingled with the data of other subscribers, which can 
complicate matters. For instance, many examples exist of researchers 
obtaining used drives from online auctions and other sources and recovering 
large amounts of sensitive information from them (e.g., [Val08]). With the 
proper skills and equipment, it is also possible to recover data from failed 
drives that are not disposed of properly by cloud providers [Sob06]. 
 
クラウド･プロバイダーが実装する、データの機密性（sanitization）に関するプラクティス

は、セキュリティに対する明白な意味合いを持っている。 機密性（sanitization）とは、ス

トレージ･デバイスがサービスから取り除かれる場合や、他の場所にストアするために移動す

る場合などの、種々の状況でストレージ･デバイスからの機密性の高いデータを撤去すること

である。 さらに、データの機密性（sanitization）は、サービスのリカバリとレストアのた

めのバックアップ･コピーおよび、サービス終了時に残されているデータに対しても適用され

る。 クラウド･コンピューティング環境においては、複数のサブスクライバーのデータが物

理的に混在するため、この問題を複雑にし得る。実例として、オンライン･オークションなど



から中古の HDD を入手した研究者たちが、そこから大量の機密情報を取り出したという報

告がある。（例［ Val08 ］） それに見合ったスキルと装置を悪用することで、クラウド･プ

ロバイダーが適切に処分しなかった HDD から、データを盗み出すことも同じく可能である。

［ Sob06 ］ 
 

4.8 Availability 
 
In simple terms, availability is the extent to which an organization’s full set of 
computational resources is accessible and usable. Availability can be affected 
temporarily or permanently, and a loss can be partial or complete. Denial of service 
attacks, equipment outages, and natural disasters are all threats to availability. The 
concern is that most downtime is unplanned and can impact the mission of the 
organization. 
 
シンプルな意味での可用性という用語は、組織におけるフルセットのコンピューティング･リソース

が、アクセスが可能であり、また、利用が可能な範囲のことである。 可用性には、一時的あるいは

恒久的な影響が生じ、また、部分的あるいは全体的な喪失もあり得る。 DoS 攻撃および、設備の停

止、そして自然災害は、そのすべてが可用性への脅威である。そして、関心事は、ダウンタイムの大

半が突然に生じ、また、組織のミッションに影響を与える得る、という点に集約される。 

 
Temporary Outages. Despite employing architectures designed for high 
service reliability and availability, cloud computing services can and do 
experience outages and performance slowdowns [Lea09]. A number of 
examples illustrate this point. In February 2008, a popular storage cloud 
service suffered a three-hour outage that affected its subscribers, including 
Twitter and other startup companies [Dig08, Kri08, Mil08]. In June 2009, a 
lightning storm caused a partial outage of an IaaS cloud that affected some 
users for four hours [Mil09]. Similarly, in February 2008, a database cluster 
failure at a SaaS cloud caused an outage for several hours, and in January 
2009, another brief outage occurred due to a network device failure [Fer09, 
Goo09a, Mod08]. In March 2009, a PaaS cloud experienced severe 
degradation for about 22 hours due to networking issues related to an 
upgrade [Cla09, Mic09]. 
 
高信頼性と高可用性のサービスために設計されたアーキテクチャを採用しても、クラウド･コ

ンピューティング･サービスはシステム･ダウンとパフォーマンス･スローダウンを経験してい

る。［ Lea09 ］ その点について、いくつかのケースが例証している。 2008年 2月に、広

く知られているストレージ･クラウド･サービスが、3時間のシステムダウンを経験し、

Twitter を含むスタートアップなどに影響をおよぼした。［ Dig08、Kri08、Mil08 ］ 2009

年 6月には、落雷による停電が IaaS クラウドに一部に生じ、いくつかのユーザー企業に4時

間にわたって影響を与えた。［ Mil09 ］ 同じ理由により、2008年 2月に、 SaaS クラウド

におけるデータベース･クラスターが短時間の停電に陥った。 また、2009年 1月にも、短時

間の停電が生じたが、こちらはネットワーク･デバイスの障害が原因だった。［ Fer09、

Goo09a、Mod08 ］ 2009年 3月には、 PaaS クラウドが 22時間に渡って深刻なダウング

レードに陥ったが、その原因はアップグレードに関連するものだった。［ Cla09、Mic09 ］ 

 
At a level of 99.95% reliability, 4.38 hours of downtime are to be expected in a 
year. Periods of scheduled maintenance are also usually excluded as a 
source of downtime in SLAs and able to be scheduled by the cloud provider 



with short notice. The level of reliability of a cloud service and its capabilities 
for backup and recovery need to be addressed in the organization’s 
contingency planning to ensure the recovery and restoration of disrupted 
cloud services and operations, using alternate services, equipment, and 
locations, if required. Cloud storage services may represent a single point of 
failure for the applications hosted there. In such situations, the services of a 
second cloud provider could be used to back up data processed by the 
primary provider to ensure that during a prolonged disruption or serious 
disaster at the primary, the data remains available for immediate resumption 
of critical operations. 
 
99.95％ の信頼性レベルにおいては、4.38 時間のダウンタイムが 1年間に生じると予測さ

れている。 なお、通常では、スケジュールされたメンテナンスによるシステムの停止は、

SLA におけるダウンタイムの要因から除外され、クラウド･プロバイーの予定に従った通知

が送られる。 クラウド･サービスにおける信頼性レベルおよび、バックアップとリカバリの

能力は、その組織の緊急時対応計画での取り組みを充たすものとなり、また、必要に応じて

代換のサービス／設備／ロケーションを用いることで、中断されているクラウド･サービスの

リカバリ／レストアを保証するものとなる。 クラウド･ストレージ･サービスでは、そこにホ

ストされるアプリケーションに関して、シングル･ポイント･フェイルが示されるかもしれな

い。 このような状況では、プライマリ･クラウド･プロバイダーが長時間の停止や深刻な災害

に遭遇した際に、セカンダリ･プロバイダーのサービスをデータ･バックアップに用いること

で、そのデータに関するクリティカルな運用が、直ちに再開できるようになる。 

 
 
Prolonged and Permanent Outages. The possibility exists for a cloud 
provider to experience serious problems, like bankruptcy or facility loss, which 
affect service for extended periods or cause a complete shutdown. For 
example, in April 2009, the Federal Bureau of Investigation raided computing 
centers in Texas and seized hundreds of servers, when investigating fraud 
allegations against a handful of companies that operated out of the centers 
[Zet09a]. The seizure disrupted service to hundreds of other businesses 
unrelated to the investigation, but who had the misfortune of having their 
computer operations collocated at the targeted centers [Zet09a]. Other 
examples of outages are the major data loss experienced in 2009 by a 
bookmark repository service, and the abrupt failure of an on-line storage-as-a-
service provider, who closed without warning to its users in 2008 [Cal09, 
Gun08]. Changing business conditions may also cause a cloud provider to 
disband its services, as occurred recently with an online cloud storage service 
[Sto10]. The organization’s contingency plan should address prolonged and 
permanent system disruptions through support for continuity of operations that 
effect the restoration of essential functions elsewhere. 
 

クラウド･プロバイダーにおける破産や設備の損失といった、深刻な問題に直面する可能性が

あり、その結果として、サービスに対する長期間の悪影響あるいは、完全な停止などをもた

らす場合がある。 たとえば、2009年 4月に、Texas のコンピューティング･センターを利用

する一部の会社への、詐欺の申し立てを調査する際に、Federal Bureau of Investigation 

は同センターを緊急捜索し、何百というサーバーを差し押さえた。［ Zet09a ］ この差し押

さえにおいては、調査と無関係な何百という他の企業のサービスにも混乱が生じ、このセン

ターにコンピュータをコロケートしていた企業にとって、不運な結果となった。［ Zet09a ］ 

停止に関する他の例としては、2009年に起こったブックマーク･リポジトリ･サービスでのデ



ータ喪失が挙げられる。また、2008年には、ユーザーに警告することなく、突然の障害にい

よりクローズしてしまった、オンライン･ストレージ･プロバイダーの事例がある。［ Cal09、

Gun08 ］ 景気の変化が、クラウド･プロバイダーによるサービスの停止を引き起こすかもし

れず、また最近になって、あるオンライン･クラウド･ストレージ･サービスで現実のものとな

っている。［ Sto10 ］ 組織における緊急時対策として、不可欠な機能の復活をもたらす、

継続的なオペレーションのサポートを介して、長期間あるいは恒久的なシステムの停止に取

り組むべきである。 

 
Denial of Service. A denial of service attack involves saturating the target 
with bogus requests to prevent it from responding to legitimate requests in a 
timely manner. An attacker typically uses multiple computers or a botnet to 
launch an assault. Even an unsuccessful distributed denial of service attack 
can quickly consume large amounts of resources to defend against and cause 
charges to soar. The dynamic provisioning of a cloud in some ways simplifies 
the work of an attacker to cause harm. While the resources of a cloud are 
significant, with enough attacking computers they can become saturated 
[Jen09]. For example, a denial of service attack against a code hosting site 
operating over an IaaS cloud resulted in more than 19 hours of downtime 
[Bro09, Met09]. 
 

Denial of Service. DoS 攻撃では、偽のリクエストでターゲットを飽和させることで、

適切な時間内における正当なリクエストの処理が妨げられる。 典型的に、攻撃者は大量のコ

ンピュータあるいはボットを、襲撃を開始するために利用する。DDoS 攻撃が不成功に終わ

る場合であっても、防御のための膨大なリソースが瞬時に消費され、料金を急騰させること

がある。 いくつかの方式で、クラウドのダイナミックなプロビジョニング実現することで、

害悪をもたらす攻撃者への対策を単純化する。 クラウドのリソースが量的に充分であれば、

攻撃者のコンピュータを飽和させることが可能だ。［ Jen09 ］ DoS 攻撃が成功してしまっ

た例として、IaaS クラウド上で運用されていたコード･ホスティング･サイトが、アタック

により 19時間以上も停止したことが挙げられる。［ Bro09、Met09 ］ 
 
Besides attacks against publicly accessible services, denial of service attacks 
can occur against internally accessible services, such as those used in cloud 
management [Sla09]. Internally assigned non-routable addresses, used to 
manage resources within a cloud provider’s network, may also be used as an 
attack vector [Kre08]. A worst-case possibility that exists is for elements of 
one cloud to attack those of another or to attack some of its own elements 
[Jen09]. 
 
アクセスが可能なパブリック･サービスへの攻撃のほかに、クラウド管理に用いられるような

インターナル･サービスに対しても、DoS 攻撃は起りうる。［ Sla09 ］ 組織の内部に割り

当てられた、ルーティングが不可能なアドレスは、クラウド･プロバイダーのネットワーク内

でのリソース管理に用いられるが、攻撃ベクトルとして悪用される可能性も有する。

［ Kre08 ］ これまでの最悪の事態は、クラウドにおける 1つの要素が他のクラウドを攻撃

するケースおよび、自身の要素を攻撃するケースである。［ Jen09 ］ 
 
Value Concentration. A response to the question “Why do you do rob 
banks?” is often attributed to Willie Hutton, a historic and prolific bank robber 
[Coc97]—his answer: “because that is where the money is.” In many ways, 
data records are the currency of the 21st century and cloud-based data stores 
are the bank vault, making them an increasingly preferred target due to the 



collective value concentrated there [Row07]. Just as economies of scale exist 
in robbing banks instead of individuals, a high payoff ratio also exists for 
successfully compromising a cloud. 
 
Value Concentration. 『 なぜ銀行にドロボウに入るのか？』という質問と、Willie 

Hutton （歴史的に有名な銀行強盗）の『そこに金があるからさ 』という回答が、よく引用

される。［ Coc97 ］いろいろな意味で、データレコードは 21世紀における通貨であり、ま

た、クラウド･ベースのデータ･ストアは銀行の金庫室である。 つまり、そこには集められた

価値が集約されており、犯罪のターゲットになりやすい。［ Row07 ］ 個人宅よりも銀行を

狙ったほうが、規模の経済に合致するのと同じように、クラウドの脆弱性と突くことで、大

規模な犯罪が成り立っていまうという、危険性は否定できない。 

 
As opposed to a direct approach, finesse and circumvention was Willie’s 
trademark. That style works as well in the digital world of cloud computing. 
For instance, a recent exploit involved targeting an electronic mail account of 
a social networking service administrator, reportedly by answering a set of 
security questions to gain access to the account, and using the information 
found there to gain access to company files stored in a PaaS cloud [Inf09, 
Sut09]. Similar weaknesses have been identified in public clouds [Gar07]. A 
registered electronic mail address and valid password for an account are all 
that are required to download authentication credentials from a cloud 
provider’s management dashboard, which in turn grant access to all of the 
account’s resources. Since lost passwords can be reset by electronic mail, an 
attacker controlling the mail system of an account, or passively eavesdropping 
on the network through which electronic mail containing a password reset 
would pass, could effectively take control of the account. 
 
現実に、ソーシャル･ネットワーキング･サービスのアドミニストレータが使用する、電子メ

ール･アカウントをターゲットにするという、悪用の手口が最近になって発覚した。伝えられ

るところによると、それは、対象となるアカウントへのアクセスを盗み出すための、セキュ

リティに関する質問のセットであり、そこから得られた情報を用いることで、PaaS クラウ

ドにストアされた企業情報ファイルへアクセスしようとするものだった。［ Inf09、Sut09 ］ 

類似の弱点が、いくつかのパブリック･クラウドでも見つかっている。［ Gar07 ］クラウ

ド･プロバイダーのマネージメント･ダッシュボードから、認証資格証明をダウンロードする

ために、登録された電子メール･アドレスと、正当なアカウント･パスワードが要求されると

いう点が突かれている。そして、すべてのアカウント･リソースへのアクセスが、順番に与え

られていく。 盗まれたパスワードの、電子メールによるリセットが可能であるため、そのメ

ールシステムのアカウントを、攻撃者がコントロールするという状態に陥る。 あるいは、パ

スワード･リセットを含む電子メールが通過するネットワーク上で、受動的に盗聴をはたらき、

アカウントをコントロールすることも可能である。 

 
Having data collocated with that of an organization with a high threat profile 
could also lead to a denial of service, as an unintended casualty from an 
attack targeted against that organization [Row07]. Similarly, side effects from 
a physical attack against a high profile organization’s cloud-based resources 
are also a possibility. For example, over the years, facilities of the Internal 
Revenue Service have attracted their share of attention from would-be 
attackers [Kat10, Lab95, Lat96, Sch10]. 
 



脅威の度合いが高い組織と同じロケーションに、データをコロケートすることは、その組織

をターゲットにした DoS 攻撃の、巻き添えにされる可能性を生じる。［ Row07 ］ 同様に、

脅威の度合いが高いクラウド･ベースのリソースに対する、物理的な攻撃からの副作用の可能

性もある。 たとえば、Internal Revenue Service のファシリティは長年にわたり、他の組

織をタメーゲットにする攻撃者からｍｐ、副作用としての攻撃にさらされた。［ Kat10、

Lab95、Lat96、Sch10 ］ 

 

4.9 Incident Response 
 
As the name implies, incident response involves an organized method for dealing 
with the consequences of an attack against the security of a computer system. The 
cloud provider’s role is vital in performing incident response activities, including 
incident verification, attack analysis, containment, data collection and preservation, 
problem remediation, and service restoration. Revising an organization’s incident 
response plan to address differences between the organizational computing 
environment and a cloud computing environment is an important, but easy-to-
overlook prerequisite to transitioning applications and data. 
 
その名前が示唆するように、インシデント･レスポンス（incident response）とは、コンピュータ･

システムへのセキュリテ攻撃の結果を取り扱うための、組織的な方法論を伴う。 インシデント･レス

ポンス･アクティビティを実施する、クラウド･プロバイダーの役割は、インシデント検証／攻撃分析

／隔離／データ収集･保存／問題修復／サービス回復などを含めて重要である。 組織のコンピューテ

ィング環境と、クラウドのコンピューティング環境の相違点を取り扱うための、インシデント･レス

ポンス計画の修正は重要であるが、前提条件であるアプリケーションとデータの移行を、見落としや

すいので注意が必要だ。 

 
Collaboration between the service subscriber and provider in recognizing and 
responding to an incident is essential to security and privacy in cloud computing. The 
complexity of the service can obscure recognition and analysis of incidents. For 
example, it reportedly took one IaaS provider approximately eight hours to recognize 
and begin taking action on an apparent denial of service attack against its cloud 
infrastructure, after the issue was reported by a subscriber of the service [Bro09, 
Met09]. Understanding and negotiating the provisions and procedures for incident 
response should be done before entering a service contract, rather than as an 
afterthought. The geographic location of data is a related issue that can impede an 
investigation, and is a relevant subject for contract discussions. 
 
インシデントの認識と回答における、サービスのサブスクライバーとプロバイダーの協力は、クラウ

ド･コンピューティングのセキュリティとプライバシーを確立する上で、欠かすことのできない本質

である。 サービスの複雑さにより、インシデントの認識と分析を不明瞭にする可能性が生じる。 た

とえば、ある IaaS プロバイダーのケースでは、サービス･サブスクライバーから問題が報告された

後に、クラウド･インフラストラクチャに対する DoS 攻撃を、明らかに認識してアクションを起こ

し始めるまでに、約 8時間を要したとレポートされている。［ Bro09、Met09 ］ インシデント･レ

スポンスのため準備と手順は、後からの付帯事項というより、契約に先立って、相互理解のために交

渉されるべきことである。データの地理的なロケーションは、調査を妨げる付帯的な問題になり得る

ため、契約交渉に取り込まれるべき主題となる。 
 
Response to an incident should be handled in a way that limits damage and reduces 
recovery time and costs. Being able to convene a mixed team of representatives 



from the cloud provider and service subscriber quickly is an important facet to 
meeting this goal. Remedies may involve only a single party or require the 
participation of both parties. Resolution of a problem may also affect other 
subscribers of the cloud service. It is important that cloud providers have a 
transparent response process and mechanisms to share information with their 
subscribers during and after the incident. 
 

インシデントに対するレスポンスは、損害規模を抑制し、また、回復における時間とコストを低減す

る方式により、処理されるべきである。また、クラウドのプロバイダー側とサブスクライバー側から

の代表者により、混成チームを素早く召集する能力が、ゴールを達成するために重要な側面となる。 

改善措置は、片側のグループだけで達成される場合もあれば、双方のグループによる参加を必要とす

る場合もある。さらに、 問題の解決が、同じクラウド･サービス上の他のサブスクライバーに影響を

与える場合もある。インシデントへの対応時および終了後において、複数のサブスクライバーと情報

を共有するために、透明性の高いレスポンスのプロセスとメカニズムを、クラウド･プロバイダーが

有していることは重要である。 

 

4.10 Summary of Recommendations 
 
A number of significant security and privacy issues were covered in the previous 
subsections. Table 1 summarizes those issues and the precautions that apply as a 
set of recommendations for organizations to follow when planning, reviewing, 
negotiating, or initiating a public cloud service outsourcing arrangement. 
 
セキュリティとプライバシーに関する、数多くの重要な問題について、このドキュメントではカバー

してきた。 Table 1 が要約するのは、パブリック･クラウド･サービスへのアウトソーシングを取り

決めるときに、組織が適用していくべき、計画／レビュー／交渉／立ち上げに関する、問題と対策の

推薦セットである。 

 
 

Table 1: Security and Privacy Issues and Precautions 

 

Areas Precautions 

Governance 

 

Extend organizational practices pertaining to the policies, 

procedures, and standards used for application development and 

service provisioning in the cloud, as well as the design, 

implementation, testing, and monitoring of deployed or engaged 

services. Put in place audit mechanisms and tools to ensure 

organizational practices are followed throughout the system 

lifecycle. 

 

クラウドにおけるアプリケーション開発およびサービス･プロビジョニ

ングで用いられる、ポリシー／プロシージャ／スタンダードに関連す

る、組織的なプラクティスを拡大する。さらに、ディプロイされ運用

されるサービスの、デザイン／実装／テスト／モニタリングも拡大す

る。 監査メカニズムを適切に設定するこで、組織的なプラクティスを

保証するツールが、システム･ライフサイクル全体において追随してい

く。 

 



Compliance 

 

Understand the various types of laws and regulations that 

impose security and privacy obligations on the organization and 

potentially impact cloud computing initiatives, particularly those 

involving data location, privacy and security controls, and 

electronic discovery requirements. Review and assess the cloud 

provider’s offerings with respect to the organizational 

requirements to be met and ensure that the contract terms 

adequately meet the requirements. 

 

組織にセキュリティとプライバシーの義務を課し、クラウド･コンピュ

ーティング･イニシアティブ潜在的な影響を与える、各種の法規を理解

する。それらの放棄は、とりわけ、データのロケーションや、プライ

バシーとセキュリティのコントロール、そして、電子ドキュメントの

識別／収集／処理／分析／作成に関連するものとなる。対象となる組

織の要件に見合うものを、クラウド･プロバイダーが提供することをレ

ビュー／監査し、その契約が要件を充分にみたすことを保証する。 

 

Trust 

 

Incorporate mechanisms into the contract that allow visibility 

into the security and privacy controls and processes employed 

by the cloud provider, and their performance over time. 

Institute a risk management program that is flexible enough to 

adapt to the continuously evolving and shifting risk landscape. 

 

契約に取り込まれたメカニズムにより、セキュリティとプライバシー

のコントロールおよび、クラウド･プロバイダが採用するプロセスおよ

び、そして、将来のパフォーマンスにおける透過性を実現する。 

連続的に変化／移行するリスクに対して、充分に適応する柔軟なリス

ク･マネージメント･プログラムを制定する。 

 

Architecture Understand the underlying technologies the cloud provider uses 

to provision services, including the implications of the technical 

controls involved on the security and privacy of the system, with 

respect to the full lifecycle of the system and for all system 

components. 

 

クラウド･プロバイダーがサービスのプロビジョニングに用いる、基本

的なテクノロジーを理解する。そこには、システムのライフサイクル

全体をカーバーし、すべてのシステム･コンポーネントを尊重する、キ

ュリティとプライバシーの技術的なコントロールという意味合いも含

まれる。 

 

Identity and Access 

Management 

 

Ensure that adequate safeguards are in place to secure 

authentication, authorization, and other identity and access 

management functions. 

 

適切な予防措置が、セキュアな認証／権限／ID／アクセス管理機能に

適用されることを保証する。 

 

Software Isolation Understand virtualization and other software isolation techniques 



 that the cloud provider employs, and assess the risks involved. 

 

クラウド･プロバイダーが用いる、仮想化や分離といったソフトウェ

ア･テクニックを理解し、そこに関連するリスクを算定する。 

Data Protection 

 

Evaluate the suitability of the cloud provider’s data management 

solutions for the organizational data concerned. 

 

クラウド･プロバイダーが提供するデータ管理ソリューションと、組織

が保有するデータへの関心事との、適合性を評価する。 

 

Availability 

 

Ensure that during an intermediate or prolonged disruption or a 

serious disaster, critical operations can be immediately resumed 

and that all operations can be eventually reinstituted in a timely 

and organized manner. 

 

中期的あるいは長期的なシステム･ダウンあるいは、深刻な大災害の間

であっても、重要なオペレーションが直ちに再開され、また、すべて

のオペレーションが、組織的な方法でタイムリーに、最終的には再構

成されることを保証する。 

 

Incident Response 

 

Understand and negotiate the contract provisions and 

procedures for incident response required by the organization. 

 

組織が必要とするインシデント･レスポンスについて、契約が定める規

定と手順を理解し、また、必要に応じて交渉する。 

 

 

Areas Precaution 

5. Public Cloud Outsourcing 
 
Although cloud computing is a new computing paradigm, outsourcing information 
technology services is not. The steps that organizations take remain basically the 
same for public clouds as with other, more traditional, information technology 
services, and existing guidelines for outsourcing generally apply as well. What does 
change with public cloud computing, however, is the potential for increased 
complexity and difficulty in providing adequate oversight to maintain accountability 
and control over deployed applications and systems throughout their lifecycle. This 
can be especially daunting when non-negotiable SLAs are involved, since 
responsibilities normally held by the organization are given over to the cloud provider 
with little recourse for the organization to address problems and resolve issues, 
which may arise, to its satisfaction. 
 
クラウド･コンピューティングは、新しいコンピューティング･パラダイムであるが、IT サービスの

アウトソースは従来からのものである。パブリック･クラウドに対して、組織が取る基本的なステッ

プは、従来からの ITサービスと同じであり、アウトソースに関しても、既存のガイドラインが適用

される。 しかし、そのライフサイクル全体を通じて、ディプロイされたアプリケーションとシステ

ムへの責任と制御を維持していくための、適切な監督を提供するという面で、パブリック･クラウド･



コンピューティングでは、複雑さと困難さが増大するという変化がある。 交渉不能な SLA  が関係

するとき、その傾向はさらに顕著になる。なぜなら、通常では組織が保持する責任がクラウド･プロ

バイダーに譲り渡され、問題に取り組み解決していく組織にとって、満足するには程遠い、頼りなら

ない状況に陥るからだ。 

 
Reaching agreement on the terms of service of a negotiated SLA for public cloud 
services can be a complicated process fraught with technical and legal issues. As 
discussed in the previous chapter, migrating organizational data and functions into 
the cloud is accompanied by a host of security and privacy issues to be addressed, 
many of which concern the adequacy of the cloud provider’s technical controls for an 
organization’s needs. Service arrangements defined in the terms of service must 
also meet existing privacy policies for information protection, dissemination and 
disclosure. Each cloud provider and service arrangement has distinct costs and risks 
associated with it. A decision based on any one issue can have major implications 
for the organization in other areas [Gra03]. 
 

パブリック･クラウド･サービスにおいて、交渉が可能な SLA のサービス条項が合意に達するには、

テクニカルと法律の問題で充たされた複雑なプロセスを経なければならない。 前章で説明してきた

ように、組織のデータと機能のクラウドへの移行は、取り組むべきセキュリティとプライバシーの問

題を伴う。そして、その多くは、組織が要求するクラウド･プロバイダーの技術的コントロールの、

妥当性に関係してくる。さらに、サービスの条項において定義された取り決めは、情報の保護／配布

／公表に関する、既存のプライバシー･ポリシーに合致する必要がある。 ただし、それぞれのクラウ

ド･プロバイダとサービス条件は、固有ののコストとリスクを有している。あらゆる問題に基づく判

断であっても、組織における他の領域に対して、大きな意味合いを持つことになる。［ Gra03 ］ 

 
Considering the growing number of cloud providers and range of services offered, 
organizations must exercise due diligence when moving functions to the cloud. 
Decision making about new services and service arrangements entails striking a 
balance between benefits in cost and productivity versus drawbacks in risk and 
liability. 
 

クラウド･プロバイダーと、提供されるサービス範囲の増大を考えると、機能をクラウドへ移行する

組織は、相当量の注意を払わなければならない。 新しいサービスと、サービスの配置に関する意志

決定は、コストと生産性のセットから生じるメリットと、リスクと義務のセットか生じる負のメリッ

トの間で、バランスを得なければならない。 

 

 

Cloud Migration Case Study: The City of Los Angeles’ initiative to move to cloud 

computing provides some insight to the planning involved and the issues that can 

arise [CSC10]. The effort involves switching the city’s electronic mail and 

calendaring system from an on-site solution to a public SaaS cloud that provides 

those services, and adding capabilities to improve productivity and collaboration 

[CSC10, DPW10, SECS09]. User training and data migration are also part of the 

contracted effort. 

 

Cloud Migration Case Study:  City of Los Angeles は、クラウド･コンピューティング

への移行に際して、その計画および、そこから生ずる問題について、いくつかの洞察を提供

している。［ CSC10 ］ この移行により、市役所の電子メールとカレンダーのシステムを、

オン･サイトのソリューションから、パブリックな SaaS クラウドに切り替え、生産性と協



調性を改善するための能力を高めることになった。［ CSC10、DPW10、SECS09 ］さらに、 

ユーザー･トレーニングとデータ移行も、この契約の一部に加えられた。 

 

Reports of the SaaS E-mail and Collaboration Solution (SECS) indicate that the city 

was able to negotiate a number of security and privacy-related items into the 

contract that would be of interest to most government agencies [CSC10, Ove10, 

Wil10]. For example, the police and fire departments expressed concern that arrest 

records and other sensitive criminal data they handle could be vulnerable when 

maintained on external servers, which resulted in a private cloud arrangement for 

sensitive data. As an added measure, the California Department of Justice will certify 

the cloud provider’s employees who have access to the city’s data. 

 

SECS （SaaS E-mail and Collaboration Solution）のレポートによると、大半の行政機関

にとって重要となる、セキュリティとプライバシーに関するアイテム数について、同市が交

渉できることが契約に含まれていたと指摘されている。［ CSC10、Ove10、Wil10 ］ たと

えば、警察と消防が表明した関心事は、逮捕歴などの機密性が高い犯罪データが、外部サー

バーで保守される際の脆弱性であり、その点に関しては、プライベート･クラウドで対応する

という結果をもたらした。さらなる付加的な基準として、同市のデータにアクセスするクラ

ウド･プロバイダーの従業員に対して、California Department of Justice から免許を与えら

れることになった。 

 

Other important negotiated features include mandatory data encryption, data 

storage location constraints, service level requirements with monetary penalties, 

electronic discovery functionality, well-defined data ownership and exit rights, 

mandatory subcontractor flow-down, and a broad indemnification obligation with 

unlimited liability for certain breaches [Ove10, Wil10]. Data is stored in encrypted 

form and remains permanently the property of the city [Cra10]. The cloud provider 

requires written approval from the city to open any files in the clear; all accesses are 

logged and the city has a means to self-audit accesses [Cra10]. The cloud provider 

is reportedly building a segregated cloud to house data owned by the City of Los 

Angeles and other public-sector customers. 

 

その他の重要かつ交渉可能な事柄として、義務的なデータの暗号化および、データ･ストレー

ジ･ロケーションの制約、罰金に関連するサービス･レベルの要件、犯罪に関する電子的な追

跡、データに関する明確な所有権と exit rights、下請け業者フローの制約、特定の違反に対

する無制限の保証を約束する、広範囲の損害保険など含む。［ Ove10、Wil10 ］ データが

暗号化された形式でストアされ、恒久的に同市の資産として取り扱われる。［ Cra10 ］ そ

のクラウド･プロバイダーは、暗号化されていないファイルをオープンする場合には、常に同

市からの書面による許可を必要とする。つまり、すべてのアクセスのログが採取され、同市

は独自の監査手段を持つことになる。［ Cra10 ］伝えられるところによると、対象となる

クラウド･プロバイダーは、City of Los Angeles および他の公共機関に所有される、データ

を格納するための分離されたクラウドを構築している。 

 

As with nearly all software changeovers, training, integration, data migration, and 

other related issues exist and their impact on productivity should not be 

underestimated or discounted when planning cloud computing initiatives [Mic10]. 

For example, there are some striking differences in features between L.A.’s outgoing 

electronic mail services and those of the SaaS [DPW10]: the cloud provider's mail 

service does not support classifying outgoing electronic mail with High, Standard, 



and Low priority; it also does not support a feature to track replies from recipients; 

nor does it support the use of folders to organize email, relying instead on labels. 

City employees are also required to carry out important migration-related tasks that 

include such things as cleaning up existing mail accounts by deleting all unimportant 

electronic mail and canceled appointments; archiving all mail by year; and 

individually saving any mail attachments larger than 25 megabytes, since they will 

not be automatically migrated to the new system [DPW10]. 

 

ほとんど全てのソフトウェアと同様に、変更／トレーニング／統合／データ移行に関連する、

既存の問題や生産性に対する影響は、クラウド･コンピューティングの計画において、過小評

価されたり、軽視されたりすべきではない。［ Mic10 ］ たとえば、アウトゴーイング電子

メールのサービスとにおいては、L.A. 市の方式と、対象となる SaaS の間に、いくつかの顕

著な相違点がある。［ DPW10 ］ 対象となるクラウド･プロバイダーのメール･サービスで

は、High／Standard／Low という優先順位が、アウトゴーイング電子メールでサポートさ

れない。さらに、受信者からの返信に対するトラッキングもサポートされず、また、メール

を整理するためのフォルダーが無いため、ラベルによる分類を行なっている。 さらに、同市

の職員も、移行に関連する重要なタスクを要求される。つまり、すべての不要な電子メール

と、キャンセルされたアポイントを削除することで、既存のメール･アカウントを整理し、年

ごとのアーカイブを作成する。 それに加えて、25メガ･バイト以上のメール･アタッチメン

トは、新しいシステムへと自動的に移行されないため、そのための処理も、個々の職員に要

求された。［ DPW10 ］ 

 

The security of sensitive data from the police department and other city agencies is 

proving to be a more difficult requirement to satisfy than thought originally, and 

causing a delay in implementation [Sar10]. Because of the delay, the outgoing 

system must continue to operate in parallel with the replacement system longer 

than originally planned and at additional cost, until a solution is in place. Hundreds 

of police department accounts that were switched over to the new system had to be 

restored to the outgoing system in the interim. The Director of Operations for the 

cloud provider noted: “LA’s move to the cloud is the first of its kind, and it’s not 

surprising that it’s taken a little longer than anticipated to identify and address all of 

the City’s unique requirements” [Din10]. It has been reported that if this issue is not 

resolved by June 2011, the end of the fiscal year, city officials would consider 

terminating the agreement, and possibly looking into whether a breach of contract 

occurred [Sar10]. 

 

警察などの行政機関からの、機密性の高いデータのセキュリティは、本質的に要件を充足さ

せることが難しいと証明されており、また、実装に遅れをもたらす。［ Sar10 ］ この遅れ

により、外部へのシステムの移行は、ソリューションが適切に配置されるまでに、当初の計

画よりも時間を必要とし、また、並行した運用が要求されるために、多くのコストを必要と

した。 新システムに切り替えられる、数百という警察部門のアカウントは、外部へ移行され

たシステムに、暫定的にレストアされる必要があった。 このクラウド･プロバイダーの 

Director of Operations は、「 LA におけるクラウドへの移行は最初のケースであるため、

同市固有の全要件を識別し、それに取り組んでいくために、予想以上に時間を消費しても、

驚くべきことではない」と発言している。［ Din10 ］ この問題については、会計年度末で

ある 2011年 6月までに解決されない場合に、同市は契約を終結し、契約違反の有無につい

て調査するとレポートされている。［ Sar10 ］ 

 

 



 

5.1 General Concerns 
 
The terms of traditional information technology outsourcing contracts, particularly 
those involving sensitive data, can serve as guidelines for cloud computing initiatives. 
Three main security and privacy issues in service contracts have been identified 
previously and are relevant to outsourcing public cloud computing services [All88, 
Len03]: 
 
従来からの IT アウトソーシング契約の中でも、とりわけ機密性の高いデータに関する用語は、クラ

ウド･コンピューティングを促進するガイドラインとしての役割を担うことができる。請負契約のセ

キュリティとプライバシーについては、以前から 3つの主たる論点が識別されており、また、それら

は、パブリック･クラウド･コンピューティン･グサービスへのアウトソーシングとも関連する：

［ All88、Len03 ］ 

 

Inadequate Policies and Practices. The security policies and practices of 
the cloud provider might not be adequate or compatible with those of the 
organization. The same issue applies to privacy as well. This can result in 
undetected intrusions or violations due to insufficient auditing and monitoring 
policies by the cloud provider; lack of sufficient data and configuration integrity 
due to a mismatch between the organization’s and the cloud provider’s 
policies for separation of duty (i.e., clear assignment of roles and 
responsibilities) or redundancy (i.e., having sufficient checks and balances to 
ensure an operation is done consistently and correctly); and loss of privacy 
due to the cloud provider handling sensitive information less rigorously than 
the organization’s policy dictates [All88]. 
 
Inadequate Policies and Practices. 対象となるクラウド･プロバイダーの、セキ

ュリティに関するポリシーとプラクティスが不適切でなくても、対象となる組織のポリシー

などと互換性を持たないかもしれない。 それと同じ問題が、プライバシーにも当てはまる。

クラウド･プロバイダによる不十分な監査とモニタリングのポリシーが要因となり、侵入ある

いは違反をもたらす可能性がある。つまり、対象となる組織のクラウド･プロバイダーの間に

生じる、義務（役割と責任の明確な割り当て）あるいは冗長性（一貫性と正確性を持ったオ

ペレーションを保証する、充分なチェックとバランスの保持）のポリシーに関するミスマッ

チにより、データとコンフィグレーションに関する、充分な全体性が得られなくなることが、

その要因となる。さらに、組織のポリシー規定と比較して、低いレベルで機密情報を処理す

る、クラウド･プロバイダーが要因となる、プライバシーの損失も考えられる。［ All88 ］ 

 

Weak Confidentiality and Integrity Sureties. Insufficient security controls 
in the cloud provider’s platform could affect negatively the confidentiality and 
privacy, or integrity of the system. For example, use of an insecure method of 
remote access could allow intruders to gain unauthorized access, modify, or 
destroy the organization’s information systems and resources; to deliberately 
introduce security vulnerabilities or malware into the system; or to launch 
attacks on other systems from the organization’s network, perhaps making it 
liable for damages [All88]. 
 



Weak Confidentiality and Integrity Sureties. 対象となるクラウド･プロバイダ

ーのプラットフォームが、システムの機密性／プライバシー／完全性に対して悪影響をおよ

ぼすことで、セキュリティ･コントロールが不十分になる。 たとえば、安全ではないリモー

ト･アクセスの使用は、組織の情報システムとリソースに対する、不正なアクセス／修正／破

壊を、侵入者に許してしまう可能性を生じる。そして意図的に、システムにおけるセキュリ

ティの弱点が暴かれたり、マルウェアの呼び込まれたりという事態に陥る。あるいは、ダメ

ージの責任を負わせるために、その組織のネットワークを介して、他のシステムへの攻撃を

開始することもあり得る。［ All88 ］ 



Weak Availability Sureties. Insufficient safeguards in the cloud provider’s 
platform could negatively affect the availability of the system. Besides the 
applications directly affected, a loss of system availability may cause a conflict 
for key resources that are required for critical organizational operations. For 
example, if disruptive processing operations are performed by the cloud 
provider (e.g., load rebalancing due to site failure or emergency maintenance) 
at the same time as peak organizational processing occurs, a denial of 
service condition could arise [All88]. A denial of service attack targeted at the 
cloud provider could also affect the organization’s applications and systems 
operating in the cloud or at the organization’s data center. 
 
Weak Availability Sureties. 対象となるクラウド･プロバイダーのプラットフォーム

において、充分な予防措置が講じられないため、システムの可用性に悪影響を与えるケース

が生じ得る。アプリケーションに対する直接的な悪影響の他に、システムにおける可用性の

喪失が、組織のクリティカルな運用で要求される、主要なソース間での不整合を生み出すか

もしれない。 たとえば、組織における処置がピークを迎えるタイミングで、破壊的なオペレ

ーションがクラウド･プロバイダー（例えば、サイト失敗に帰せられるロード再釣合試験ある

いは緊急メンテナンス）により実行されると、サービスに対する正当なリクエストが、否認

されるという事態に陥る。［ All88 ］ クラウド･プロバイダーをターゲットにした DoS 攻

撃は、クラウドだけではなく組織のデータセンターにおいても、アプリケーションとシステ

ムの運用に悪影響を与える可能性を持つ。 

 

Other noteworthy concerns, which are less directly related to security and privacy, 
also exist with outsourcing to public clouds. One of the most prevalent and 
challenging concerns is called the principal-agent problem. Another is the 
attenuation of an organization’s technical expertise. 
 
セキュリティおよびプライバシーとの直接的な関連性は低いが、パブリック･クラウドへのにアウト

ソーシングには、他の注目すべき関心事も存在する。 その中で、最も広く知られているのは、チャ

レンジングな関心事は、本人 vs 代理人の問題（Principal-Agent Problem）と呼ばれるものである。 

また、もう 1つの関心事として、組織における技術的専門知識の衰退（Attenuation of Expertise）

がある。 

 

Principal-Agent Problem. The principal-agent problem occurs when the 
incentives of the agent (i.e., the cloud provider) are not aligned with the 
interests of the principal (i.e., the organization) [Row07]. Because it can be 
difficult to determine the level of effort a cloud provider is exerting towards 
security and privacy administration and remediation, the concern is that the 
organization might not recognize if the service level is dropping or has 
dropped below the extent required. One confounding issue is that increased 



security efforts are not guaranteed to result in noticeable improvements (e.g., 
fewer incidents), in part because of the growing amounts of malware and new 
types of attacks [Row07]. 
 
Principal-Agent Problem. この、本人 vs 代理人の問題は、代理人（クラウドプロ

バイダ）の動機と本人（組織）の主たる関心事が一致しない場合に起こる。［ Row07 ］ク

ラウド･プロバイダーが、セキュリティおよびプライバシーの運用･改善に費やす、努力のレ

ベルを判断することが困難になりがちであるため、サービス･レベルの低下の有無や、拡大す

べき要求を、組織が認識できないという問題が生じる。 1つの複雑な問題として、たとえば、

セキュリティへの努力を積み上げても、増大するマルウェアや新しいタイプの攻撃などがあ

るために、注目に価する改善（たとえばインシデントの減少）が保証されないことが挙げら

れる。［ Row07 ］ 


Attenuation of Expertise. Outsourced computing services can over time 
diminish the level of technical knowledge and expertise of the organization, 
since management and staff no longer need to deal with technical issues at a 
detailed level [Gon09]. As new advancements and improvements are made to 
the cloud computing environment, the knowledge and expertise gained 
directly benefit the cloud provider, not the organization. Unless precautions 
are taken, an organization can lose its ability to keep up to date with 
technology advances and related security and privacy considerations, which 
in turn can affect its ability to plan and oversee new information technology 
projects effectively and to maintain accountability over existing cloud-based 
systems. 

 

Attenuation of Expertise. コンピューティング･サービスが長期間にわたりアウトソ

ースされることで、管理者やスタッフは詳細レベルを取り扱うテクニカルな知識から遠ざか

るため、組織としての知識や経験のレベルが低下する。［ Gon09 ］クラウド･コンピューテ

ィング環境が進歩し改善されるにつれて、そこで得られた知識と経験は、組織にとってでは

なく、クラウド･プロバイダのメリットになっていく。 前もって対策を講じないと、組織が、

テクノロジーの進歩と、それに関連するセキュリティとプライバシーの考察において、最新

情報を保持する能力が、組織から失われる。続いて、新しい IT プロジェクトを効果的に計

画･監督する能力および、現存するクラウド･ベース･システムで責任を維持する能力に悪影響

が生じる。 

 

To remain accountable and mitigate the above-mentioned security and privacy 
issues, an organization can carry out a number of activities at each of three distinct 
stages of the outsourcing lifecycle: when initiating, conducting, and concluding 
outsourced services [All88, Len03]. Non-negotiable SLAs generally limit the range of 
activities available to an organization during the lifecycle, while negotiated SLAs, 
which provide greater range and flexibility, necessitate careful scrutiny and 
prioritization of requirements that are incorporated into the terms of service in order 
to be cost effective. An organization may be able to employ compensating controls to 
work around identified shortcomings in a public cloud service with a non-negotiable 
SLA. Another alternative is for the organization to employ a cloud computing 
environment with a more suitable deployment model, such as a private cloud, which 
offers greater oversight and control over security and privacy. 
 



前述のセキュリティとプライバシーの問題を、責任を保持したまま緩和するために、3 つの独立した

ステップにおいて、数多くのアクティビティを組織は実行できる。それらのステップとは、アウトソ

ーシング･ライフサイクルにおける、サービスの開始／運用／終了である。［ All88、Len03 ］ 一般

的に、交渉不能が SLA は、そのライフサイクルにおいて組織が実現できる、アクティビティの範囲

を制限する。その一方で、交渉可能な SLA は、より大きい範囲と柔軟性を提供する。そして、費用

効果を高めるために、サービスの条件に取り入れられる要件ついての、慎重なセキュリティ対策と優

先順位付けを必要とする。 ある組織においては、交渉不能な SLA を用いるパブリック･クラウド･サ

ービスで識別される欠点に対して、適切に機能する補正的な制御が導入されるかもしれない。 この

組織のための別の選択肢は、セキュリティとプライバシーの監督と管理において、さらなる柔軟性を

提供するプライベート･クラウドなどの、適性の高いディプロイメント･モデルを有する、クラウド･

コンピューティング環境を採用することである。 

 

5.2 Preliminary Activities 
 
The organization must perform various planning activities in preparation for issuing a 
contract for outsourced public cloud services. Planning helps to ensure that an 
organization derives full benefit from information technology spending. It also helps 
to ensure that the computing environment is as secure as possible and in 
compliance with all relevant organizational policies and that data privacy is 
maintained. Planning activities include the following security-related items: 
 
組織は、アウトソース先であるパブリック･クラウド･サービスに契約処を発行する準備として、各種

のプランニング･アクティビティを行なわなくてはならない。 このプランニングにより、ITに 出費

から最大の利益を、組織が確実に引き出せる保証が促進される。 それにより、コンピューティング

環境が可能な限りセキュアに保たれ、また、適切なポリシーを用いたコンプライアンスが組織全体で

達成され、データのプライバシーに関する保証も促進される。 プランニングのアクティビティは、

以下のセキュリティ関連項目を含む： 

 

Specify Requirements. The organization must identify its security, privacy, 
and other requirements for cloud services to meet, as a criterion for the 
selection of a cloud provider. Common security requirements include the 
following items [Len03]: 
 
組織は、クラウド･プロバイダーの選択基準として、自身のセキュリティやプライバシーなど

の要件が、そのクラウド･サービスと合致することを確認しなくてはならない。 共通のセキ

ュリティ要件には、以下の項目が含まれる：［ Len03 ］ 

 

 Personnel requirements, including clearances and responsibilities 

 Access control 

 Service availability 

 Problem reporting, review, and resolution 

 Information handling and disclosure agreements and procedures 

 Physical and logical access controls 

 Network connectivity and filtering 



 Configuration and patch management 

 Backup and recovery 

 Incident reporting, handling, and response 

 Continuity of operations 

 Account and resource management 

 Certification and accreditation 

 Assurance levels 

 Independent auditing of services. 

 
 

 個人の要件：利用許可と責任を含む。 

 アクセス･コントロール。 

 

 問題点の報告／確認／解決。 

 情報の取り扱いおよび、開示に関する合意と手順。 

 物理／論理のアクセス･コントロール。 

 ネットワークの接続とフィルタリング。 

 コンフィグレーションとパッチの管理。 

 バックアップとリカバリ。 

 インシデントの報告／処理／回答。 

 運用の継続性。 

 

 証明と認定。 

 保証のレベル。 

 サービスにおける独自の監査。 

 
Other requirements related to security, such as privacy, data ownership rights, 
records management controls, and user training should also be identified. 
Reviewing common outsourcing provisions in existing cloud computing 
contracts that cover areas such as privacy and security standards, regulatory 
and compliance issues, service level criteria and penalties, change 
management processes, continuity of service provisions, and termination 
rights, can be helpful in formulating requirements [Ove10]. 
 
さらに、プライバシーおよび、データ所有権、レコード･マネジメント制御、ユーザー･トレ

ーニングといった、セキュリティに関連する要件も確認されるべきである。 既存のクラウ

ド･コンピューティング契約に共通する、アウトソーシングの条項をレビューし、要件を明文

化することも助けになり得る。そこでは、たとえばプライバシーとセキュリティに関する標

準や、規制とコンプライアンスの問題、サービス･レベルの基準とペナルティ、変更管理のプ

ロセス、継続したサービスの供給、終了の権利といった領域がカバーされる。［ Ove10 ］ 



 

Assess Security and Privacy Risks. While outsourcing relieves 
operational commitment on the part of the organization, the act of engaging a 
cloud provider’s offerings for public cloud services poses risks against which 
an organization needs to safeguard itself. The analysis must include factors 
such as the service model involved, the purpose and scope of the service, the 
types and level of access needed by the provider and proposed for use 
between the organizational computing environment and provider services, the 
service duration and dependencies, and the strength of protection offered via 
the security controls available from the cloud provider [Len03]. Privacy 
controls should be assessed as well as operational risks due to the cloud 
provider’s locations. Another consideration, if a non-negotiable SLA applies, is 
whether the terms of service are subject to unilateral amendment by the cloud 
provider. 
 

アウトソーシングは、組織の側から見た運用上の責任をが緩和する一方で、クラウド･プロバ

イダーが提供するパブリックなサービスに引き寄せられる振る舞いは、組織自身を保護して

いく必要性に、リスクをもたらす。 そのための分析には、関連するサービス･モデルおよび、

サービスの目的と範囲などが含まれる。 さらに、組織のコンピューティング環境とプロバイ

ダーのサービスの間で使用するために提案された、プロバイダーが必要とするアクセスのタ

イプとレベルが含まれ、サービスの持続と依存性や、クラウド･プロバイダー側から利用する

セキュリティ･コントロールを介した、プロテクションの強度といった要因も含まれなければ

ならない。［ Len03 ］ さらに、プライバシー･コントロールに関しては、通常の監査に加え

て、クラウド･プロバイダーのロケーションが要因となる、運用上のリスクも判断されるべき

だ。交渉不能な SLA が適用される場合の、もう 1つの考察は、サービス条項に関する、クラ

ウド･プロバイダーからの一方的な改正の有無である。 

 
Data sensitivity is an important and crucial factor when analyzing risk. The 
range of data an organization deals with is sometimes not fully appreciated at 
first. While data repositories containing Personally Identifiable Information 
(PII) or classified information are easily recognized and taken into account, 
pockets of other types of sensitive data with different rules for handling may 
also exist. They include items such as the following: 
 
データの機密性は、リスクを分析する際の、重要かつ不可欠な要因である。 組織が扱うデー

タの範囲が、最初から使い易いものにならないというケースもある。 Personally 

Identifiable Information （PII）や機密情報を含むデータ･リポジトリが、容易に識別され、

また、配慮される一方で、別の種類の、機密性の高いデータや取り扱いルールに関して、適

切な決め事が存在しないという状況である。 そこには、以下のような項目が含まれる： 

 

 Law enforcement and investigative unit data 

 Licensed source code and libraries, used in application development 

 Digital documents and materials obtained under a non-disclosure 

agreement or memorandum of agreement 

 Laboratory and research data whose collection, storage, and sharing are 

Regulated  



 Culturally sensitive data related to resource protection and management of 

Indian tribal land. 
 

 法の執行と調査に関連する部門のデータ 

 アプリケーション開発で用いる、ソース･コードとライブラリに関する許可。 

 NDA（non-disclosure agreement）や覚書に基づいて取得される、ディジタル･ドキュ

メントとマテリアル。 

 ラボなどに蓄積されたデータおよびストレージ、そして共有に関する調整。 

 インディアン居留地における、リソースの保護と管理に関連する、機密データの受け入れ。 

 
If the results of a risk analysis show that the level is too high, the organization 
may be able to apply compensating controls to reduce risk to an acceptable 
level. Otherwise, it must either reject the public cloud service or accept a 
greater degree of risk. As an alternative to rejecting the service and not going 
forward, it might be possible to reduce the scope of the outsourcing effort to 
deal exclusively with less sensitive data. 
 
リスクの分析結果において、あまりにもレベルが高すぎる場合は、許容レベルにまてリスク

を低減するための、補正コントロールの利用が可能になるかもしれない。 さもなければ、そ

のパブリック･クラウド･サービスを止めにするか、過度のリスク･レベルを受け入れなくては

ならない。そのサービスを拒絶せず、前進していくための選択肢として、それほど機密性が

高くないデータを取り扱うための、アウトソーシングのスコープを絞り込む方式が、可能に

なるかもしれない。 
 
Assess the Competency of the Cloud Provider. Before the contract for 
outsourced services is awarded, the organization should evaluate the cloud 
provider’s ability and commitment to deliver the services over the target 
timeframe and meet the security and privacy levels stipulated. The cloud 
provider can be asked to demonstrate its capabilities and approach to security 
and privacy enforcement or to undergo an independent evaluation of its 
installation and systems [All98]. Interviewing current subscribers of the cloud 
provider and assessing their level of satisfaction can also provide insight into 
the competency of the cloud provider. Evaluating the privacy and security 
levels of the services should be done thoroughly, including consideration of 
such items as the following ones [Len03]: 
 
Assess the Competency of the Cloud Provider. アウトソースされるサービス

の契約を判断する前に、目標となるタイムフレーム内で、サービスを提供するクラウド･プロ

バイダーが、セキュリティとプライバシーのレベルを達成する能力を評価すべきである。 そ

のクラウド･プロバイダーは、セキュリティとプライバシーの実施に関する能力と方式につい

て、また、そのインストールとシステムのに関する独立した評価について、問い合わせに答

えることになる。［ All98 ］ さらに、対象となるクラウド･プロバイダの、その時点でのサ

ブスクライバーにインタビューすること、そして、顧客満足度を検証することで、そのクラ

ウド･プロバイダーの能力が洞察されていく。対象となるサービスの、プライバシーとセキュ

リティのレベルに関する評価は、以下のような項目も含めて、徹底的に実施されるべきであ

る：［ Len03 ］ 

 



 Experience and technical expertise of personnel 

 The vetting process personnel undergo 

 Quality and frequency of security and awareness training provided to 

personnel 

 The type and effectiveness of the security services provided and 

underlying mechanisms used 

 The adoption rate of new technologies 

 The cloud provider’s track record and ability to meet the organization’s 

security and privacy policy, procedures, and regulatory compliance needs. 
 

 個人に関する経歴とテクニカル面での能力。 

 個人が受け入れる調査のプロセス。 

 個人に提供されるセキュリティおよび意識のトレーニングに関する、品質と頻度。 

 提供されるセキュリティ･サービスと、使用される基本メカニズムに関する、タイプと効

果。 

 新しいテクノロジーの採用比率。 

 セキュリティとプライバシーについて、クラウド･プロバイダーが追跡すべき記録および、

組織のポリシー／プロシージャ／必要とされる法規コンプライアンスにへの適応能力。 

 

5.3 Initiating and Coincident Activities 
 
The organization has a number of activities to carry out when awarding a contract to 
a cloud provider and also throughout the duration of the contract. 
 
組織はクラウド･プロバイダに対して、一定の期間を通じて効力を持つ契約を締結するとき、実行す

べき数多くのアクティビティを持つ。 

 


Establish Contractual Obligations. The organization should ensure that 
all contractual requirements are explicitly stated in the SLA, including privacy 
and security provisions [Gra03, Len03]. The agreement should include 
definitions of both the organization’s and the cloud provider’s roles and 
responsibilities. It should also include the following items [Gra03]: 
 

Establish Contractual Obligations. 組織は、すべての契約要求事項が SLA にお

いて、プライバシーとセキュリティを含めて、明言されていることを保証すべきである。

［ Gra03、Len03 ］ この合意には、組織をクラウド･プロバイダーの、それぞれの役割と責

任の定義が含まれるべきである。 そして、さらに、以下の項目をを含むべきである：

［ Gra03 ］ 

 

 A detailed description of the service environment, including facility 

locations and applicable security requirements 



 Policies, procedures, and standards, including vetting and management of 

staff 

 Predefined service levels and associated costs 

 The process for assessing the cloud provider’s compliance with the service 

level agreement, including independent audits and testing 

 Specific remedies for noncompliance or harm caused by the cloud provider 

 The period of performance and due dates for any deliverable 

 The cloud provider’s points of interface with the organization 

 The organization’s responsibilities for providing relevant information and 

resources to the cloud provider 

 Procedures, protections, and restrictions for commingling organizational 

data and for handling sensitive data 

 The cloud provider’s obligations upon contract termination, such as the 

return and purging of data. 
 

 ファシリティ･ロケーションや受け入れ可能なセキュリティ要件を含む、サービス環境に

関する詳細な記述。 

 スタッフの審査と管理を含む、ポリシー／プロシージャ／スタンダード。 

 前もって定義されるサービス･レベルと、それに関連するコスト。 

 クラウド･プロバイダーのコンプライアンス（独自の監査とテストを含む）を、SLA を用

いて査定するプロセス。 

 クラウド･プロバイダーが引き起こす、不誠実な対応および損害に対する対応。 

 あらゆる提供物に関する、運用の期間と、終了の期日。 

 クラウド･プロバイダーと組織をつなぐ、インターフェイスのポイント。 

 クラウド･プロバイダーに適切な情報とリソースを提供する、組織そしての責任。 

 組織的なデータの混在と、機密性の高いデータに関する、手順／保護／制約。 

 契約の終了に伴う、データの返却や廃棄といった、クラウド･プロバイダーの義務。 

 
 
Before entering into the contract, it is advisable to have an experienced legal 
advisor review its terms. Non-negotiable SLAs are typically drafted in favor of 
the cloud provider and may prove impracticable for an organization. If a 
negotiated SLA is used, a legal advisor should be involved in the negotiation 
process, since complicated legal issues are likely to arise during negotiations. 
 
なお、契約に入る前に、経験豊かな法律顧問により、その用語を再確認することは賢明な措

置である。 一般的に、交渉不能な SLA は、クラウド･プロバイダーの立場で立案され、また、

組織にとって実現不可能な範囲を証明するだろう。 交渉可能な SLA が用いられる場合には、

交渉の期間中に複雑な法的問題が生じる可能性が高いため、その折衝プロセスに法律顧問が

関与すべきである。 




Assess Cloud Provider Performance. Continual assessment of 
performance is needed to ensure all contract obligations are being met. It 
allows the organization to take immediate corrective or punitive action for 
noted deficiencies and also provides a reference point to improve the SLA 
terms of service [All88, Gra03, Len03]. 
 
Assess Cloud Provider Performance. すべての契約義務が充たされていること

を保証するために、継続したパフォーマンス評価が必要とされる。 そこで、際立った履行の

不足があれば、組織は直ちに調整あるいはペナルティのアクションを取ることが可能になり、

また、SLA のサービス状況を改善するための、参照ポイントを提供することになる。

［ All88、Gra03、Len03 ］ 

 

5.4 Concluding Activities 
 
At the end of a project lifecycle, transition to another cloud provider, or for other 
reasons, the organization can decide to conclude the outsourced public cloud 
services and close out the contract. Organizations should perform the following 
activities upon the termination of an outsourcing contract. 
 
プロジェクト･ライフサイクルの期末もしくは、他のクラウド･プロバイダへの移行、そして他の理由

により、組織はアウトソース先であるパブリック･クラウドのサービスを終了し、また、契約の完了

を判断することができる。 組織がアウトソーシング契約を完了する際には、以下のアクティビティ

を実施すべきである。 



Reaffirm Contractual Obligations. The organization should alert the cloud 
provider about any contractual requirements, such as nondisclosure of certain 
terms of the contract and purging of organizational data, which must be 
observed upon termination [Len03]. 
 
Reaffirm Contractual Obligations. 組織からクラウド･プロバイダに警告するべき

ことは、契約における特定の条件が公開されないことや、組織のデータの廃棄といった、あ

らゆる契約の要件の履行が、監視のもとに履行されることである。［ Len03 ］ 

 

Eliminate Physical and Electronic Access Rights. All accounts and 
access rights assigned to the cloud provider should be revoked in a timely 
manner by the organization [All88, Len03]. Physical access rights of security 
tokens and badges also need to be revoked, and furthermore, any personal 
tokens and badges used for access need to be recovered [All88]. 
 
Eliminate Physical and Electronic Access Rights. クラウド･プロバイダーに

割り当てられた、すべてのアカウントとアクセス権は、タイムリーな方式で、組織により無

効にされるべきである。［ All88、Len03 ］ セキュリティのトークン／バッジへの物理的な

アクセス権も、同じく無効にされる必要がある。 そしてさらに、あらゆるパーソナル･トー

クンとアクセスに用いられたバッジも回収される必要がある［ All88 ］。 


Recover Organizational Resources and Data. The organization should 
ensure that any resources, such as software, equipment, documentation, and 
data made available to the cloud provider under the SLA, are returned in a 
usable form, as stipulated. If the terms of service require the cloud provider to 



purge data programs, backup copies, and other cloud  subscriber content 
from its environment, evidence such as system reports or logs should be 
obtained and verified to ensure that the information has been properly 
expunged [Len03]. 
 
Recover Organizational Resources and Data. 組織が確認すべきことは、契約

条項に明記されるように、SLA に基づきクラウド･プロバイダーに提供されたソフトウェア

および、装置、ドキュメント、データなどのあらゆるリソースが、有用な形態で返却される

ことである。 サービス条項において、データ･プログラムおよび、バックアップ･コピー、そ

して、他のクラウド･サブスクライバー･コンテントの廃棄が、クラウド･プロバイダーの責任

により実施されるべく要求されている場合は、システムのレポートあるいはログといった、

エビデンスが取得されるべきであり、また、それらの情報が適切に消去されたことの保証が

検証されるべきである。［ Len03 ］ 

 

5.5 Summary of Recommendations 
 
Table 2 below summarizes the issues and the precautions that apply at the various 
stages of outsourcing. They serve as a set of recommendations, complementary to 
those given earlier in Table 1, for organizations to follow when pursuing a public 
cloud service outsourcing arrangement. 
 
以下の Table 2 が要約するのは、アウトソーシングの各種ステップにおいて、適用されるべき論点

と注意点である。 それらは、パブリック･クラウド･サービスのアウトソーシング契約に従事する際

に、組織が従うべき推薦セットの役を担い、また、前述の Table 1 を補足するものである。 

 

Table 2: Outsourcing Activities and Precautions 

 

Areas Precautions 

Preliminary Activities Identify security, privacy, and other organizational 

requirements for cloud services to meet, as a criterion for 

selecting a cloud provider. Perform a risk assessment, 

analyzing the security and privacy controls of a cloud 

provider’s environment with respect to the control objectives 

of the organization. 

Evaluate the cloud provider’s ability and commitment to 

deliver cloud services over the target timeframe and meet 

the security and privacy levels stipulated. 

 

クラウド･プロバイダーを選択に関する基準として、セキュリティ

およびプライバシーの要件、そして、組織の要件とクラウド･サー

ビスの合致を認識する。組織におけるコントロールの目的に応じ

て、クラウド･プロバイダー環境のセキュリティとプライバシーの

コントロールを分析し、リスクを算定する。目標となるタイムフレ

ームでクラウド･サービスを提供し、また、明記されたセキュリテ

ィとプライバシーのレベルに合致させるための、クラウド･プロバ

イダーの能力と約束を評価する。 

 

Initiating and Ensure that all contractual requirements are explicitly 



Coincident Activities recorded in the SLA, including privacy and security 

provisions, and that they are endorsed by the cloud provider. 

Involve a legal advisor in the negotiation and review of the 

terms of service of the SLA. Continually assess the 

performance of the cloud provider and ensure all contract 

obligations are being met.  Alert the cloud provider about any 

contractual requirements that must be observed upon 

termination. 

 

SLA に明示的に記載された、すべての契約要件について確認す

る。 そこには、プライバシーとセキュリティに関するプロビジョ

ニングと、クラウド･プロバイダーにより是認された事柄が含まれ

る。SLA におけるサービス項目に関する交渉とレビューには、法

律顧問を参加させるべきだ。クラウド･プロバイダーによるパフォ

ーマンスを継続的に算定し、すべての契約義務が充たされているこ

とを確認する。  契約の終了において確認されるべき、あらゆる契

約要件に関して、クラウド･プロバイダーの注意を喚起する。 

 

Concluding Activ 

ities 

Revoke all physical and electronic access rights assigned to 

the cloud provider and recover physical tokens and badges in 

a timely manner. Ensure that resources made available to 

the cloud provider under the SLA are returned in a usable 

form, and confirm evidence that information has been 

properly expunged. 

 

クラウド･プロバイダーに割り当てられた、すべての物理的／電子

的アクセス権を無効にし、また、適切なタイミングで物理的なトー

クンとバッジを回収する。 SLA に基づき、クラウド･プロバイダー

に提供されたリソースが、有用な形式で返却されることを確認し、

また、情報が適切に廃棄されたというエビデンスを確認する。 

 

 

 

6. Conclusion 

 

Cloud computing promises to have far-reaching effects on the systems and networks 
of federal agencies and other organizations. Emphasis on the cost and performance 
benefits of public cloud computing, however, tend to overshadow some of the 
fundamental security and privacy concerns federal agencies and organizations have 
with these computing environments. Many of the features that make cloud computing 
attractive can also be at odds with traditional security models and controls. Several 
critical pieces of technology, such as a solution for federated trust, are not yet fully 
realized, impinging on successful cloud computing deployments. Determining the 
security of complex computer systems composed together is also a long-standing 
security issue that plagues large-scale computing in general, and cloud computing in 
particular. Attaining high-assurance qualities in implementations has been an elusive 



goal of computer security researchers and practitioners and, as demonstrated in the 
examples given in this report, is also a work in progress for cloud computing. 
Nevertheless, public cloud computing is a compelling computing paradigm that 
agencies need to incorporate as part their information technology solution set. 
 
クラウド･コンピューティングは、連邦機関や他の組織のシステムおよびネットワークに、広範囲に

およぶ影響を与えるものと捉えられる。 しかし、パブリック･クラウド･コンピューティングにおけ

るコストとパフォーマンスのメリットを強調するする動きが、連邦機関などのコンピューティング環

境が有している、基本的なセキュリティとプライバシーの関心事に対して、若干の影を投げかける傾

向にある。 クラウド･コンピューティングを魅力的にする数多くの特徴は、セキュリティ関する従来

からのモデルとコントロールに対して、食い違うものにもなり得る。いくつかの不可欠なテクノロジ

ーとして、たとえばフェデレーション･トラストのソリューションなどは、完全には具現化されてい

ないため、クラウド･コンピューティングにおけるディプロイメントの成立に影響をおよぼしている。

複雑なコンピュータ･システムと組み合わされるセキュリティの判断は、一般には大規模なスケール

のコンピューティングを悩ませる、長年に渡るセキュリティの問題でもある。 そして、クラウド･コ

ンピューティングでは、その傾向が更に強くなる。実装における高度な保証と品質の達成は、コンピ

ュータ･セキュリティの研究者と開発者にとって、捉えどころのないゴールであり、また、このレポ

ートで提供される事例のように、クラウド･コンピューティングの進化の場である。 それにもかかわ

らず、パブリック･クラウド･コンピューティングは、政府機関の IT ソリューション･セットの一部

として要求される、説得力を有したコンピューティング･パラダイムである。 

 
Accountability for security and privacy in public clouds remains with the organization. 
Federal agencies must ensure that any selected public cloud computing solution is 
configured, deployed, and managed to meet the security, privacy, and other 
requirements of the organization. Organizational data must be protected in a manner 
consistent with policies, whether in the organization’s computing center or the cloud. 
The organization must ensure that security and privacy controls are implemented 
correctly and operate as intended. 
 
パブリック･クラウドにおいても、セキュリティとプライバシーに関する責任は、サブスクライバー

である組織の側に残される。 したがって、連邦機関は、選択したパブリック･クラウド･コンピュー

ティングのソリューションが、組織におけるセキュリティとプライバシーなどの要件に合致するよう、

そのコンフィグレーション／デプロイメント／マネージメントに責任を持たなければならない。 組

織が、自身のコンピューティング･センターを使うにしても、クラウドを使うにしても、そのデータ

は一貫性のあるポリシーにより保護されなければならない。 さらに組織は、セキュリティとプライ

バシーのコントロールが正確に実装され、意図どおりに運用されることを、保証しなければならない。 

 
The transition to an outsourced, public cloud computing environment is in many 
ways an exercise in risk management. Risk management entails identifying and 
assessing risk, and taking the steps to reduce it to an acceptable level. Assessing 
and managing risk in cloud computing systems can be a challenge. Throughout the 
system lifecycle, risks that are identified must be carefully balanced against the 
security and privacy controls available and the expected benefits from their utilization. 
Too many controls can be inefficient and ineffective, if the benefits outweigh the 
costs and associated risks. Federal agencies and organizations should work to 
ensure an appropriate balance between the number and strength of controls and the 
risks associated with cloud computing solutions. 
 
アウトソース先である、パブリック･クラウド･コンピューティング環境への移行は、いろいろな意味

において、リスク･マネージメントに関する実践と捉えられる。 このリスク･マネージメントでは、



その識別と査定、そして許容レベルまで低減させるためのステップが要求される。 クラウド･コンピ

ューティング･システムにおいて、リスクを査定し管理することは、チャレンジングなものになり得

る。システムのライフサイクルを通じて、識別されたリスクに関しては、利用可能なセキュリティと

プライバシーのためのコントロールと、その運用から生じると思われる利益の間で、慎重にバランス

を取らなければならない。そこで必要となるコストや、関連づけられるリスクよりも、利益が優先さ

れる場合には、過度のコントロールは効率と効果の面で不適切となる。 連邦政府における機関と組

織は、コントロールの量および強さと、クラウド･コンピューティング･ソリューションと結び付けら

れるリスクの間で、適切なバランスが達成されるように機能すべきだ。 
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Appendix A – Acronyms 

 

CAPTCHA  

CRM 

FISMA 

FOIA 

FTP 

HIPPA 

HVAC 

IA 

IaaS 

MX 

NARA 

NAT 

OMB 

PaaS 

PCI 

PII 

SaaS 

SAS 

SECS 

SAML 

SLA 

SOAP  

WPA 

XACML 

XML 

Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 

Apart 

Customer Relationship Management 

Federal Information Security Management Act 

Freedom of Information Act 

File Transfer Protocol 

Health Insurance Portability and Accountability Act 

Heating, Ventilation, and Air Conditioning 

Information Assurance 

Infrastructure as a Service 

Mail eXchange 

National Archives and Records Administration 

Network Address Translation 

Office of Management and Budget 

Platform as a Service 

DSS Payment Card Industry Data Security Standard 

Personally Identifiable Information 

Software as a Service 

Statement on Auditing Standards 

SaaS E-mail and Collaboration Solution 

Security Assertion Markup Language 

Service Level Agreement 

Simple Object Access Protocol 

WiFi Protected Access 

eXtensible Access Control Markup Language 

eXtensible Markup Language 

 

  



Appendix B – Online Resources 
 
The table below contains a list of online resources that may be helpful to security 
professionals and other readers of this publication in gaining a greater understanding 
of cloud computing security and privacy issues. 
 

  

Top Threats to Cloud Computing, V1.0, Cloud 

Security Alliance, March 2010 

http://www.cloudsecurityalliance.org/topthreats/csathre
ats.v1.0.pdf 

Security Guidance For Critical Areas of 
Focus in 
Cloud Computing, V2.1, Cloud Security Alliance, 

December 2009 

http://www.cloudsecurityalliance.org/csaguide.pdf 

 

Cloud Computing Risk Assessment, European 

Network and Information Security Agency, 
November 2009 

http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/cl
oud‐computing‐risk‐assessment/at_download/fullReport 

 

The Future of Cloud Computing, Version 1.0, 

Commission of the European Communities, Expert 
Group on Cloud Computing, January 2010 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/cloud‐
reportfinal.pdf 

 

 


