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研究会、セミナー開催報告、支部報告 

 

■【北信越支部福井県例会報告（2件）】                   北信越支部 宮本 茂明 

日時：2012年 6月 9日（土） 13:00-17:00 

会場：アオッサ(AOSSA) 7階 707会議室 （福井市） 

 報告 1:「クラウドコンピューティングサービス導入の事例」           角屋 典一 氏 

 報告 2:「IPA 2012年版 10大脅威 -変化・増大する脅威-」の概要    宮本 茂明 氏 

 システム監査研究/情報セキュリティ監査研究意見交換 

◇研究報告 1 

「クラウドコンピューティングサービス導入の事例」                     報告者(会員№1267 角屋 典一) 

クラウドコンピューティングサービスの実際の導入事例紹介を行った。クラウドの導入の背景となる問題点、クラウドコ

ンピューティングサービスの調査、クラウドコンピューティングサービスの導入、クラウドコンピューティングサービス導

入後の効果と今後の課題について報告を行った。 

１．クラウドコンピューティング導入の背景 

（１）事例の会社の業務内容 

事例の会社は、「代金回収業務」を行っており、その内容を右の

図で説明する。 

①「XXXネット代金回収サービス」ご利用に関する事務委託契約  

②お客さまのご集金先に「口座振替依頼書」の記入方を依頼  

③「口座振替依頼書」を回収の上、XXX株式会社へ提出  

④代金回収依頼データ（請求データ）  

⑤口座振替請求  

⑥お客さまのご集金先の口座より請求金額を回収し、お客さま指

定の口座に入金 1.① 「XXXネ 

（２）事例の会社の問題点 

（ア）基幹サーバの老朽化 

基幹サーバはAS/400で運用しているが、老朽化してきている。

しかし、業務遂行面でアプリケーションには問題がなかった。 

（イ）顧客チャネルとして、インターネットの活用 

現在は、電話回線によるデータ伝送のみであること。 

FD、紙媒体によるデータ交換を行っており、インターネットを利用していない。 

（ウ）ペーパーレス化 

情報漏えいや、誤配送の防止のため、インターネットを利用した報告書の伝送を検討していた。 

（３）システム更改の検討 

システムの更改方式として、3案の形態について検討を行った。 

議題： 
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案 方式 内容 

１ 自社サーバ更改 本社における AS/400、Web/DBサーバの更改 

２ 自社サーバ更改とハウジング AS/400、Web/DBサーバを更改してハウジング 

３ クラウドコンピューティングサービス クラウドコンピューティングサービス提供事業者のプライベートクラ

ウド・IaaS型の利用 

２．クラウドコンピューティングサービス導入の目的 

以下の目的から、クラウドコンピューティングサービスの利用が最も適正ではないかと考えた。 

（１） 顧客サービスの向上 

代金回収業務では、これまでインターネットによるデータ伝送はできなかったが、顧客サービスの向上のため、イン

ターネットによるデータの送受信を実現する。 

（２） 事業継続計画（BCP）の強化計画（BCP）の強化 

代金回収業務の BCP強化 

二つの目的を実現する場合、クラウドを利用することが、最も適しているのではないかと考え、クラウドを第一の目標とし

て調査を開始した。 

３．調査 

（１）仮想化技術とクラウドコンピューティングの研究 

仮想化技術の調査（スキルの獲得）とクラウドコンピューティングの研究のために、社内にて、二つのプロジェクトを

実施した。 

（ア）社内ファイルサーバを仮想化技術で構築 

社内ファイルサーバを IBMのブレードサーバ上に、自社内の SEで仮想化することで仮想化技術の蓄積を図った。 

（イ）クラウドコンピューティングの勉強会 

クラウドセキュリティガイダンス（クラウドセキュリティアライアンス：CSA）を参考書にして、計 15 回の勉強会を実施

した。 

（２）リスク評価 

クラウドサービス、及びクラウドサービス事業者のリスク評価をおこなうために、リスク評価シートを作成して、クラウド

サービス事業者に質問（約１５０項目）を実施した。 

リスク評価を行うために参考にした資料として 

・ クラウドセキュリティガイダンス Ver１．０（Cloud Seciurity Alliance） 

・ クラウドサービス利用者のための情報セキュリティマネジメントガイドライン（経済産業省） 

・ クラウドコンピューティング 情報セキュリティ確保のフレームワーク（ENISA:欧州 ネットワーク情報セキュリテ

ィ庁 IPA翻訳監修） 

（３）システム形態の比較 

クラウドサービスの適正評価を行った後、 

・ 自社サーバ更改 

・ 自社サーバ更改＋ハウジング 

・ クラウドコンピューティングサービス 

の定性評価、コスト（運用・保守）の比較検討を行い、会社としてクラウドコンピューティングサービスの導入を意決

定した 
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４．導入 

プロジェクトの立ち上げから本番稼動まで、約８ヶ月をかけて実施した。 

システム面で留意した点 

（１）責任範囲の明確化 

トラブル発生時の連絡体制、データのバックアップ（データセンター、及び、自社へのバックアップ確保） 

（２）契約面で留意した点 

クラウドサービス事業者が提供する契約書は、契約項目も通常の請負契約に似た条項で、責任についてもクラウド

事業に者優位な契約書であった。そこで、ユーザ側で契約書の雛形を作成して、クラウド事業者と締結した。 

項目 詳細  項目 詳細 

構築 データセンター環境構築 

システム環境構築 

運用構築 

 セキュリティ管

理 

サービスの範囲 

セキュリティ基本管理方針 

セキュリティ監査管理 

セキュリティ管理体制 

システムセキュリティチェック 

セキュリティパッチ及びインテグリティ 

ウィルス防御管理 

特権及びユーザ IDの管理 

物理的セキュリティ 

移行 新規サーバ構築によるデータセ

ンターへの移行 

アプリケーション稼動 

運用引継ぎ 

本番切替・稼動確認 

サービス管理 

 

運用 システム運用統制 

システム運用 

仮想サーバ環境保守 

サービス管理 

データ削除 

 サービスレベ

ル（SLO） 

前提条件 

システム稼働率 

障害復旧時間 

サービス提供

時間 

基盤環境 

運用要員（オペレータ） 

運用技術支援要員   

 料金 初期料金 

月次料金 

監査 立入監査権 

５．導入の効果と今後の課題 

（１）導入の効果 

事業継続計画（BCP）、セキュリティ、ガバナンスの 3点において効果があったと考えている。 

（２）導入後の課題 

（ア）SLAの締結 

SLOから SLA締結へ 

（イ）インシデントの発生 

重大なインシデントは今のところ、発生していないが、発生を想定した損害賠償条項などの見直しが必要。 

（ウ）監査の方法 

確立された監査手法を策定する必要がある。 

６．まとめ 

・ クラウドコンピューティング導入の効果は高い。反面、顕在化していないリスク、想定外のリスク、未整備な法基準

など様々な問題は解決していない。 

・ クラウド利用者側の経営層、システム部門、監査部門は、内外の環境変化を注視しながら、自らの組織変革を行っ

ていく必要がある。 

研究報告１．以上 
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◇研究報告 2 

「IPA 2012年版 10大脅威 -変化・増大する脅威-」の概要               報告者(会員№1281 宮本 茂明) 

IPAから情報セキュリティに関する「2012年版 10大脅威 変化・増大する脅威！」が 4月に公開されました．IPAか

ら毎年公開される 10大脅威情報は，セキュリティ脅威の変化を認識する上で有効な情報となっています． 

「2012年版 10大脅威 変化・増大する脅威！」  独立行政法人情報処理推進機構 2012年 4月 

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2012.html 

2012年版 10大脅威 

1 機密情報が盗まれる！？新しいタイプの攻撃 

 ～情報窃取を目的とする標的型の諜報攻撃（APT）～ 

2 予測不能の災害発生！引き起こされた業務停止 

 ～自然災害や人為的災害による ITシステムの故障、業務データの消失～ 

3 特定できぬ、共通思想集団による攻撃 

 ～社会変革をめざす共通的な思想を持つ集団による暴露・妨害攻撃～ 

4 今もどこかで…更新忘れのクライアントソフトを狙った攻撃 

 ～標的型攻撃にも悪用されるクライアントソフトの脆弱性～ 

5 止まらない！ウェブサイトを狙った攻撃 

 ～狙われ続けるウェブサイトの脆弱性～ 

6 続々発覚、スマートフォンやタブレットを狙った攻撃 

 ～狙われる小さなパソコン-スマートデバイス～ 

7 大丈夫!?電子証明書に思わぬ落し穴 

 ～電子証明書の管理不備により、引き起こされた問題～ 

8 身近に潜む魔の手・・・あなたの職場は大丈夫？ 

 ～組織内部・関係者による業務妨害や情報漏えい～ 

9 危ない！アカウントの使いまわしが被害を拡大！ 

 ～アカウント情報の管理不備が原因で発生するなりすまし被害～ 

10 利用者情報の不適切な取扱いによる信用失墜 

 ～利用者との結びつきが強い情報（利用者情報）の取扱いに関する問題～ 

10大脅威の内 5つが新たなもので，APT攻撃のように，通常の対策では防げないサイバー攻撃が顕在化してきまし

た．サイバー攻撃の目的も自己満足，信念，経済的利益，信仰，国防と幅広くなってきています． 

福井県例会では，10大脅威の概要説明と関連情報について紹介し，各脅威に関する意見交換を行いました． 

情報セキュリティ脅威の対象領域は大きく拡がってきており，全方位に一律のセキュリティ対策を行っていくことはコ

スト面からも難しくなってきています． 

基本に立ち返り，組織として守る情報は何かを明確にし，組織をとりまく時とともに変化する脅威全体を見渡し，組織に

応じた絞り込んだ対策が必要になってきていると考えます． 

その意味で，毎年 IPAの 10大脅威公開に合わせ，自組織にとってのリスク評価をより広い視野で見直す機会にする

のも一考だと思います． 

研究報告２．以上 

【北信越支部福井県例会報告 終わり】 

 

 

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2012.html

