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2013.10 投稿 

【第 184回 月例研究会 報告】 

会員番号 0010 北出 磯秋 

 

【講演テーマ及び講師】  

「クラウドサービス利用の実態と点検・監査（検査）のポイント」 

独立行政法人 情報処理推進機構技術本部 セキュリティセンター 研究員 河野 省二 氏 

【日時と場所】  

2013年 8月 21日（水）18:30~20:30  機械振興会館 地下 2階ホール 

 

【講演概要】 

１．本日のテーマ 

・ 「情報セキュリティは、ITを最大に活用するための最小限の安全確保」 

情報セキュリティは、PC 持ち出し禁止、USB メモリ利用禁止、クラウド利用禁止ではなく、これらを「利用するための

セキュリティ」を考えることである。IT の利用を前提にして、IT を安全に利用するための最小限のセキュリティを考え

ることである。 

 

２．クラウドを使ったビジネスの展望（日本のクラウド事情ってどうなっているの？） 

(1) クラウドのある生活の将来像 

・クラウドコンピューティングでは、大量の情報集積・分析・処理が可能である。ネットワークで接続された大規模な情

報処理基盤を誰でも活用できるようになると、ベンチャーの事業創出や既存企業の新事業進出から個人の創造に

至るまで、イノベーション参加者のすそ野が飛躍的に拡がることが期待される。 

・クラウドコンピューティングにより実現するデータ共有と高度な協働作業は、分野横断的に多様な主体が参加する

イノベーションを促す。例えば、クラウドコンピューティングを基盤とした新しいサービスとして、パーソナライズド広告

（ワンツーワンマーケテイング）、ヘルスケア・健康アドバイス、遠隔介護、拡張現実、映画配信、モバイル教育・個

別指導・学習進捗管理、高度遠隔・在宅医療、医療情報照会、行政サービス（住民税・戸籍・福祉）などが出現す

るであろう。これらのサービスをユーザがいつでも、どこでも（自宅でも、移動中でも、職場でも、旅先でも）利用でき

るようになる。 

(補足説明) 

クラウドコンピューティングとは、「ネットワークを通じて、情報処理サービスを、必要に応じて提供／利用する」形の

情報処理の仕組み（アーキテクチャ）をいう。データ処理や保存を行う情報処理基盤の基幹部分が利用者の所有

する端末から切り離され、クラウドサービスを提供する事業者において集中管理されることにより、ハードウェアや

ソフトウェアの仮想化・規格化・共用化が進み、規模の経済が実現する。これにより、①利用者負担の軽減、②IT

資本の性能・効率の向上、③情報環境の多様化・偏在化・リアルタイム化、④大規模データの蓄積・共有という 4

つの側面において非連続的な進展が期待される。経済社会への影響（世の中を変える力）という面では、

「PC/Windows」、「商用 internet/web」に次ぐ、情報通信技術の第三の変革（クラウドコンピューティング革命）が生

起しつつある。（「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書 2010年 8月 16 日 経済産

業省より） 
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(2) クラウドサービスにおける事業 

・技術開発の推進 

信頼性向上技術（高稼働率：99.999％、高データ保護、障害時復旧技術）、安全性向上技術（個人が特定されない

ようにする匿名化技術）、高速化技術（流れ込んでくるデータを利用したリアルタイムサービスの実現）などの技術開

発が進められている。具体的には、分散ファイルシステム（Hadoop など）上で稼働する NoSQL（リレーショナルデー

タベース管理システム以外のデータベース管理システム（DBMS）であり、関係モデルによらずに安価なサーバを大

量に並べて並列処理することで処理性能を向上させるもの）や SSD、マルチコアなどの技術開発が進められてい

る。 

・実証事業 

医療分野、交通分野、データ基盤分野、社会基盤分野などでクラウドコンピューティングを利用したサービスを提供

するために実証事業が行われている。例えば、医療分野では、健康保険組合のレセプト情報や健康管理事業者

のヘルスレコードを大量（18億件/年）に蓄積して、これらを匿名 IDで付き合わせ、分析・処理して疫学研究や薬剤

研究に役立てる実証事業が実施されている。 

 

(3) クラウドに関する政策のロードマップ 

・政府は、①イノベーションの創出、②制度整備、③基盤整備、を推進することにより、2020 年度までに、累計 40 兆

円超の新サービス市場の創出、情報処理に関わる CO₂  排出を 90 年比で約７％削減、グローバルマーケット獲

得による市場シエアの拡大、を計画している。 

① イノベーションの創出 

- 新サービス創出のための業種横断的アライアンスの形成 

- 革新的社会システムの実証（医療、交通、教育、電力などの分野） 

- 社会システムの輸出・クラウドサービスの国際展開の支援 

② 制度整備 

- プライバシーに配慮したデータ利活用・流通の制度整備（匿名化の活用など） 

- クラウドサービスの品質・責任関係の透明化 

- 政府によるクラウドサービスの活用促進 

- データの越境移動やクラウドサービスの国際展開円滑化に向けた国際ルールの策定 

③ 基盤整備 

- 高信頼性・環境負荷低減技術の開発促進と標準化 

- データセンタの集約、連携、立地の促進 

- 機器・端末（組み込みシステム）の高度化 

- クラウド時代に合わせた人材育成強化 

 

２．クラウドサービスにおける責任 

(1) プロバイダの責任 

・クラウドサービスを提供するプロバイダ（クラウド事業者ともいう）とクラウドサービスを利用する利用者（クラウド利用

者ともいう）の責任範囲を約款や契約などで明確に定めること。例えば、データの管理権がどちらにあるか、バック

アップの責任範囲など、を定めることである。 

・SLA（Service Level Agreement）に応じたサービスを提供するために必要な運用体制を整えること。 
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・クラウド利用者がこれらの体制について確認できるようにすること。 

・自らが提供するクラウドサービスを構成する他のプロバイダ（連携クラウド事業者ともいう）が提供するクラウドサービ

スの SLAについても十分に理解すること。 

 

(2) 利用者の責任 

・自らの ITサービスの管理目標に応じることができるクラウドサービスを選択すること。そのためには、あらかじめ以下

の事項を明確にして、それらの事項が導入を予定しているクラウドサービスにより実現できることを確認する必要が

ある。 

- 利用する ITサービスに関連する許容レベルの設定 

- システムの最大許容停止時間、必要なバックアップ、インシデント対応に必要な情報など 

 

３． クラウドサービスによるリスクの変化 

(1) クラウドサービスではユーザのリソースがプロバイダ側にある。 

- ハードウェアリソース（インフラ管理のデータ） 

- オペレーションやサービスのリソース（ログ管理） 

- ユーザ管理（アクセスログ） 

- データの物理的管理 

-  

(2) 上記のリソースを管理できるようするためにはセキュリティマネジメントシステムの見直しが必要である。 

- ログに頼った管理手法からリアルタイムな管理 

クラウドサービスでは、ダッシュボードと呼ばれる画面が用意され、クラウドサービスの使用状況（稼働状況、

資源の使用状況、パフォーマンス状況、イベント・メッセージなど）がリアルタイムで確認できる。また、これら

を外部プログラムから確認するための API（Application Program Interface ）が準備されている。 

- 様々な管理策、手順書の見直しが必要 

-  

(3) 見直すべきセキュリティポリシー 

・クラウドサービスを導入するに当たり、セキュリティマネジメントシステムに必要な情報が正しく取得できるか、また判

断するための情報が十分に得られるか、をウォークスルーなどで検討し、それができなければクラウドサービスを導

入すべきではない。 

・IT サービスのインソーシングをしてからクラウドサービスに乗り換えるとうまくいく可能性がある。米国では、インソー

シング（システム開発や運用などの業務を外部の事業者にアウトソーシングしていた事業者がその業務を自社に取

り戻すこと）することにより社内に子会社的なものを作って「システム」と「コンテンツ」を分離させていたので、クラウド

サービスへの乗り換えがスムーズにいったと言われている。 

 

４．安全なクラウドサービスの選び方（どんなプロバイダを選べばいいの？） 

(1) クラウドサービスに関する事故を調べてみると 

・ハードウェアの問題によるもの 

電源ダウン、二次電源の誤動作、スイッチングハブの誤動作などが報告されている → これらはデータセンタ側の

ファシリティの問題である → ユーザはこれらに対して何も対策を講じることができない。せいぜいバックアップを取
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ることしかできない 

・オペレータの誤操作 

保守作業の準備不足、オペレータの知識不足 → これらはプロバイダ側のエンジニアの質の問題である → ユー

ザはプロバイダ側の運用体制などを知ることも必要 

・アクセス権の奪取 

コンソールの管理者権限の奪取、アプリケーションのアクセス権の不正利用 → プロバイダ側に問題はない→ 

ユーザはアクセス権の管理をまじめに考えるべきである 

 

(2) 事故に対するユーザ側の対応 

・ユーザはこまめにバックアップを取る必要がある。システムの重要性に鑑みてプロバイダ A のバックアップをプロバ

イダ Bに取るという選択肢も考えられる。 

・パスワードの正しい管理 

パスワードは 8文字、3文字種類でもアタックされてしまう。できればワンタイムパスワード、できなければ二要素認証、

それもできなければログインごとのパスワード変更が必要である。 

 

(3) 良いプロバイダとは？ 

となると、良いプロバイダの条件は、以下の通りとなる。 

・バックアップが取りやすいこと 

バックアップをすぐに活かすためには、バックアップの互換性が取れるプロバイダをもう１件以上探しておくことも重

要である。 

・パスワードのオプションが豊富であること 

ワンタイムパスワード、二要素認証などの選択肢があることが重要である。 

 

５．クラウドセキュリティガイドライン 

(1) クラウドセキュリティガイドライン 

・正式名称は、「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライ」である。これは経済産業省情

報セキュリティ政策室が企画した利用者向けのクラウドサービスにおけるセキュリティガイドラインである。初版は

2011 年度版として 2011 年 4 月 1 日に公表されている。この度、2013 年度版として改定が行われ、2013 年 8 月 1

日～31日の予定でパブリックコメントを募集している。 

・利用者が安心してクラウドサービスを利用できるように、サービスの選択や利用について、情報セキュリティマネジメ

ントにおいて何をすることが望ましいかを記載したガイドラインである。 

・クラウドサービスを利用するときに検討すべき管理策が記載され、これらの管理策から内容を選択して利用する。 

・クラウドサービスの利用促進のためのガイドラインであり、クラウドサービスの利用を差し止めるものではない。 

 

(2) クラウドセキュリティガイドライン策定の背景 

・クラウド利用者は、クラウドサービス利用においてセキュリティ上の不安が払拭できず、クラウド事業者(プロバイダ) 

に対して、情報セキュリティ監査及び JISQ27000ベースのセキュリティ管理を望んでいる。 

・本ガイドラインは、クラウド事業者における「情報セキュリティ」及び「システム運用」が見えないことに起因する不安

を「見える化」することにある。 
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(3) クラウドセキュリティガイドラインの構成 

・JISQ27002をベースにした以下のような内容になっている。 

1. 適用範囲 

2. 引用規格 

3. 用語及び定義 

4. クラウドサービス利用における情報セキュリティガバナンス及び情報セキュリティマネジメント  → 本ガイド

ラインにおける考え方 

5. セキュリティ基本方針 

6. 情報セキュリティのための組織 

7. 資産の管理 

8. 人的資源のセキュリティ 

9. 物理的及び環境的セキュリティ 

10. 通信及び運用管理 

11. アクセス制御 

12. 情報システムの取得、開発及び保守 

13. 情報セキュリティインシデントの管理 

14. 事業継続管理 

15. 順守 

16. 附属書 A クラウドサービス固有のリスク 

17. 附属書 B クラウド利用におけるリスクアセスメントの考え方 

18. 付録クラウド利用における実施の手引の一覧 → 監査のチェックリストに活用できる 

 

(4) 今回のクラウドセキュリティガイドラインの改定について 

・クラウドサービスにおけるリスクの見直し 

2011 年度版は、「利用前の懸念事項」を中心にリスクを検討し、対策を記載した。2013 年度版は、「実際の事故」を

ベースにした対策を記載した。「実際の事故」は、次の「(5) クラウドサービスにおける事故の現状」を参照してくださ

い。 

・より具体的な記述に一部変更 

情報提供などについて、必要に応じて詳細に項目を記載した。また、JISQ27002 の抽象度にとらわれず、具体的に

記載できる部分は内容を訂正した。 

・事業者自身のセキュリティ 

事業者が自らの事業継続などを前提とした対策も一部追加した。 

 

(5) クラウドサービスにおける事故の現状 

・調査によるとクラウドサービスにおける事故・障害の多くは、下記に示すようにソフトウェアのバグや運用管理のミス

に起因している。 

＜調査事例の発生年別内訳＞ 

2011年 20件、2012年 31件 （計 51件) 

＜調査事例の発生国の内訳＞ 

JISQ27002 に準拠した導入部分 

JISQ27002 の管理策部分 

クラウド固有のリスク関連情報 
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米国 35件、日本 12件、韓国 2件、他 2件 （計 51件） 

＜調査事例の問題別の内訳＞ 

ソフトウェア 12件、ハードウェア 3件、設計 3件、運用・管理 9件、ファシリティ 7件、サービス妨害 1件、不正ア

クセス 9件、他１件、非公開 6件 （計 51件） 

 ・国内クラウド事業者へのインタビューによる事故・障害の実例 

＜トラブル原因別件数(N=23)＞ 

システム障害 17件（74%）、人為的ミス 5件(22%)、外部攻撃 1件(4%) 

＜トラブルの説明＞ 

システム障害：   ハードウェア、ソフトウェアのトラブル 

人為的ミス：    運用手順が明確でないため発生したミス、通信事業者とのコミュニケーション不足により発生

したミス等によるデータ滅失 

外部からの攻撃： DDoSであるが、実害は少ない 

 

６．クラウドセキュリティガイドライン活用ガイドブックについて 

(1) 活用ガイドブック策定の背景 

・ガイドラインは、JISQ27002をベースとしているために、慣れていない人には読みにくいものとなってしまった。 

・活用ガイドブックは、ガイドラインを説明したものではなく、ガイドラインの使い方を説明している。これをきっかけに

ガイドラインを活用して欲しい思いで作成している。 

・「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライ」のさらなる活用のために、最新のインシデン

ト事例を基に作成している。 

・クラウド利用者だけでなく、クラウド事業者も利用できるように、それぞれの活用シーンを事例として提供し、ガイドラ

インを様々な用途で活用できるように解説している。 

 

(2) 活用ガイドブックの構成 

・活用ガイドブックは、以下の構成と内容になっている。 

1.  はじめに 

クラウドサービス利用におけるインシデントの調査をもとに、インシデントの傾向と対策を解説している。 

2. クラウドセキュリティとは 

クラウドの構造を解説し、構造上の問題点や運用上の問題点を明確にして、事故が発生する原因やクラウ

ド利用者やクラウド事業者の責任を明確にしている。 

3. ガイドラインを活用したリスク分析手法 

クラウドの構造やインシデントを受けて、クラウドサービスにおける様々リスクについて解説するとともに、クラ

ウドセキュリティガイドラインの参考となる項番を参照し、重点的な対応ができるようガイドしている。調査結

果を前提とした内容になっており、ガイドラインの重点項目がわかるような構成となっている。 

4. クラウド利用者のためのガイドライン活用 

クラウドサービスを利用したシステム構築、クラウド事業者の選択、クラウドサービスの契約、インシデントレス

ポンスの 4つのポイントについて、利用者の目線で解説している。 

5. クラウド事業者のためのガイドライン活用 

クラウドサービスの構築、セキュリティホワイトペーパーの活用、第三者認証の活用、監査の活用の 4つのポ
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イントから事業者の目線で解説している。利用者に安全にサービスを提供するための情報発信だけでなく、

事業者組織の情報セキュリティマネジメントについても解説している。また、クラウドセキュリティガイドライン

を監査チェックリストとして活用した内部監査の手続きや方法も解説している。 

6. その他の活用 

クラウドセキュリティガイドラインのクラウド監査人への活用提案、クラウドサプライチェーン管理者への活用

提案を行っている。 

7. 最後に 

8. 付録 

事業者、利用者共に活用できる「契約書のサンプルと解説」、「サービスレベル合意のサンプルと解説」が

用意されている。 

 

７．クラウドセキュリティガイドラインの国際的位置づけ 

(1) クラウドセキュリティガイドラインの国際標準化 

・クラウドセキュリティガイドラインを国際標準化するために、英訳して 2010 年 10 月に JTC1SC27 の秋季ベルリン会

合に提案した。この提案は、参加国に受け入れられ、現在 2015年の発行を目標に作業が進められている。 

・米国の NIST、Cloud Security Alliance などの事業者団体、ISACAや ITU-Tなどの団体もクラウドサービスの技術

的な観点やシステム監査の観点から提案を行い、日本のクラウドセキュリティガイドラインをベースにした国際標準

が策定されている。 

・現在策定中のこの標準は、ISO/IEC 27017 として 2015年 10月に発表される予定になっている。 

・ISO/IEC 27001（JISQ27001）をマネジメントシステムの標準として、また、ISO/IEC 27017 を管理策の標準として選

択することで、クラウド固有のセキュリティ認証が受けられるような仕組みも国際標準化会議で検討されている。 

 

(2) ガイドラインの今後 

・国際標準ができたらそちらに移行 

ISO/IEC 27017は、日本のクラウドセキュリティガイドラインと親和性が高いため、JIS化することで本ガイドラインを置

き換えることができる。一方のクラウドセキュリティガイドライン活用ガイドブックは、ISO/IEC 27017 が発行された後

でも活用できるよう既に調整が済んでいる。 

・事業者向けの管理策も多く提供される 

国際標準化会議の場でも事業者向けの管理策が望まれており、監査を積極的に行いたい意向である。また、事業

者向けの管理策も多く盛られており、クラウド事業者にも利用できるガイドラインとなっている。 

 

８．Ｑ／Ａ 

＜要望 3件＞ 

利用者として、非常に解り易く読み易い工夫をしたガイドブック等を策定していただき、 

感謝しております。次の３点について要望したい。 

①  ガイドブックにおけるリスク分析の部分とガイドラインのリスク説明の部分が重複しているので、統合すると更に解

り易くなると考えるが、いかがですか。 

②  ガイドブックのリスク分析において、ガイドラインにおける関連管理策が引用されており非常に有益であるので、

更に、詳細化していただければ、助かります。 
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③  ガイドラインの「クラウドサービスの関連情報」欄で「期待される」という用語を使っている。これまでは、「期待され

る」という用語を使用していないので、定義・意味を明確にしていただきたい。 

＜回答＞ 

①  ガイドブックとガイドラインの策定チームが異なっており調整しているが、今後、更に、調整していきたいと考えて

いる。 

② ③ パブリックコメントで提出願い検討したい。 

＜質問１＞ 

「利用者と事業者間の情報格差を解消するためのガイドラインのワーディングについて」 

クラウドサービスにおける利用者と事業者との情報格差が存在する点に関連して、ガイドラインの要求事項では、・・・

することが望ましい・・・、should＝望ましい、としている。両者間の情報格差の解消にむけて利用者サイドに立った

「強い表現」としていただけないかと考えるがいかがですか。 

＜回答＞ 

今回の表現は、JIS の標準用語を使用し、should＝望ましい、としている。クラウドのガイドラインでは、「安かろう、悪

かろうという事業者のサービスは許さない」という姿勢は控えるよう意識して、「望ましい」の表現レベルで策定してい

る。事業者から情報開示がないという点は望ましくないが、「サービスをスポットで利用する場合があること」、「クラウド

サービスにおける消費者契約の取扱（注：消費者契約の免責事項）」の考え方もあり、事業者をあまり縛らない（注：

サービス内容を強制しない）」との考え方から、「望ましい」の表現としているので、理解されたい。 

＜質問２＞「ENISAのクラウドサービスのリスク見直しについて」 

ガイドブックでは、クラウドサービスのリスクについて、ENISA の利用リスクを引用しているが、今回の検討ではその後

の故障・障害実績を収集し分析している模様であるので、日本として、クラウドサービスのリスクを見直す試みはない

ですか？ 

＜回答＞ 

ENISA が提案したクラウドサービスのリスクについては、提案後、数年たっているが、改訂の提案などがなく、動きが

鈍いのが現状である。今後のこのリスク評価の見直しについては、経済産業者も意識している模様である。しかし、

多くの企業へのインタビユーなどによると、（例えば、法律的リスクについても）物理的に分離して対応している場合

が多く、現地（国）の法律に沿ったリスク回避策を講ずることとしているので、あまり大きな問題としては理解していな

い。なお、講演の時間が十分取れない部分について補足説明したい。ガイドブックでは、クラウドサービス事業者の

２年間の事故障害状況を公表ベースで集計し掲出しているが、ヨーロッパは１件であり、非常に少ない。これは、ヨー

ロッパではクラウドサービスが少ないのではないかと推測しており、クラウドサービスの利用が、アメリカと日本にかな

り偏っている状況もあって、この状況が事故障害件数へ反映されている模様である。ヨーロッパでのクラウド利用は、

アメリカで開発されたサービスをリセールして利用するが、日本ではこれを国内で熱心に開発するなどの取組みをし

ているのが現状である。国際規格を議論する会議などでも、日本とアメリカが主体となっている。 

＜質問３＞ 

「クラウドのサプライチェーン、API に関連する点検・監査（検査）の方法について」 

ガイドブック等では、クラウドにおけるサプライチェーン、API について解説しているが、点検・監査（検査）の方法が

複雑となってきている。これらへの対応方法をアドバイス願いたい。 

＜回答＞ 
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間もなく公開予定の ISO/IEC 27002 では、「サプライチェーンマネジメント」の項目が設定されているので、これに対

応し解説している。以下、「クラウドのサプライチェーン、API に関連する点検・監査（検査）の方法」について、いくつ

かの対応例を説明する。 

例えば、APIについて、利用者が、「複数サービスのAPIを組み合わせて利用する場合」、と「複数の APIを使用して

いるサービスを利用する場合」がある。即ち、利用者からみると、「複数ベンダーと対応する場合」、と「１ベンダーと対

応する場合」がある。 

この際は、監査等の対象をどこにするか、「複数ベンダーに対して監査等をする」、「1 ベンダーを信用し絞って監査

等をする」の方法があり、事業継続の対応をどこまで確認するかである。例えば、１ベンダーを信用し絞った場合は、

利用サービスのリダンダンシー（冗長性）、バックアップ方式、インシデント対応策の監査等になると考える。自社で複

数の APIを利用する場合も、それぞれを意識することは当然である。 

また、中間事業者が提供するサービス、グーグル・アマゾン等を利用する場合も、API サービスが中止となった際の

事業継続を確認しておく必要がある。 

次にクラウドサーバをみると、これまで、ウェブサーバとウェブクライアントを対象としてきたが、ブラウザを含め関連す

る各種の API と利用環境との整合条件として、サービスが安全かどうか、クライアントが安全かどうか等の、各種の確

認が必要であり非常に複雑になってきている。利用者側でセキュリティが確保できるかの観点からは、どのサービス

を使うかではなくて、どのサービスをどのリンケージ？で使うかが監査等の対象となる。API の作りについては、標準

的なプロトコル・データフォーマットか、独自様式となっているかなども監査等の対象となる。 

契約の世界をみると、「基盤サービス事業者が他社の各種サービスをインテグレートしてサービス提供する場合」、

「他の事業者が基盤サービスに各種サービスをインテグレートしてサービス提供する場合」がある。後者では、契約

に対するユーザ責任が大きくなってきており、契約内容、サービス利用、サービスのシステム構成などについて確認

が必要であり、監査等の範囲が広くなる。 

 

【所感】 

今日、PC/Windows、Internet/Web に次ぐ第三の変革として「クラウドコンピューティング革命」が起きつつある。こ

れは、「ITの所有」から「ITの利用」への転換を促す大きな「ITのパラダイムシフト」であるといえる。政府は、クラウドコ

ンピューティングを安全・安心に普及させて、2020 年までに累計で 40 兆円超の新サービス市場創出とクラウドの活

用による CO₂削減の構想を立て、制度面や基盤面の整備、イノベーションの創出を図ろうとしている。 

クラウドサービスを提供するクラウド事業者が十分なセキュリティ対策を講じていても、利用者がクラウドサービスを

利用するのには、ためらいや不安がある。そこで、経済産業省は、利用者がクラウドサービスを安心して利用できるよ

うに、情報セキュリティマネジメントにおいて何をすべきかを記載したクラウドセキュリティガイドラインを策定した。今

般、そのクラウドセキュリティガイドラインを改定すると共に新しく活用ガイドブックを策定した。活用ガイドは、ガイドラ

インの使い方を説明したものである。いずれも、具体的な説明があり、わかりやすい内容になったという感触を持って

いる。 

クラウドコンピューティングの進展により情報処理の形態が所有から利用へと大きく変わることから、情報システム

の信頼性・安全性・効率性を監査するシステム監査人にとっても、この変化に対応するために、クラウドセキュリティガ

イドラインの内容を理解することは有効であると考える。 

 

以上 
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