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第211回月例研究会講演録 【 クラウドサービスのセキュリティ規格ISO/IEC27017 】 

会員番号 2564 櫻井 俊裕 

講師 ： 特定非営利活動法人 日本情報セキュリティ監査協会 

公認情報セキュリティ主席監査人 事務局長 永宮 直史 氏 

日時、場所 ： 2016年3月2日（水）18：00 – 20:00、機械振興会館 地下2階ホール（神谷町） 

テーマ ： 「クラウドサービスのセキュリティ規格ISO/IEC27017」 

要旨：  

2015年12月に発行のISO/IEC27017は、経済産業省の「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ン」を下敷きに、日本の提案により規格化された。

ISO/IEC27002をベースに、クラウドサービス固有の管理策や実施の手引きを記載した

ISO/IEC27017、その狙いとその特徴を解説する。 

 

講演録： 

１．クラウドサービス固有のセキュリティ規格の必要性 

クラウドサービスは、従来のコンピュータシステムとは異なるパラダイムであり、その違いから固有

のセキュリティ規格の必要性が叫ばれた。それに対し、日本がいち早く提案を行い、主導することで

ISO/IEC27017は作成された。 

クラウドサービスのセキュリティは利用者と事業者の共同責任である。事業者が一定の決まりの下で

セキュリティ環境を用意し、利用者はその環境を良く理解した上で必要なセキュリティ対策を施す。

ISO27017は、事業者と利用者のコミュニケーションを円滑にし、そのコミュニケーションに基づきセ

キュリティを確保するという考え方で作られた。 

 27017で使用されている用語は、以下のISO/IEC17788の定義を引用している。 

【ISO/IEC 17788:2014】 

3.2.5 cloud computing: Paradigm for enabling network access to a scalable and elastic pool 

of shareable physical or virtual resources with self-service provisioning and administration on-

demand. 

 Note – Examples of resources include servers, operating systems, networks, applications, 

and storage equipment. 

 

クラウドコンピューティングとは、オンデマンドで自らが供給し管理し得る、共有された物理または

仮想リソースの柔軟な拡張性に富むプールへのネットワークアクセスを可能にするパラダイムである。

リソースとは、サーバ、オペレーティングシステム、ネットワーク、アプリケーション、および記憶装

置を含むもの。として規定されている。ここでは、コンピュータ技術の定義では無く、どういった使い
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方をするかが述べられている。 

 

【ISO/IEC 17788:2014】 

3.2.8 cloud service: One or more capabilities offered via cloud computing (3.2.5) invoked 

using a defined interface. 

 

クラウドサービスとは、規定されたインターフェースを利用することで動作するクラウド・コン

ピューティング（3.2.5に記載）により提供される、一つまたは複数の機能と規定されている。 

ここでいうcapabilitiesとは機能と訳す。ISOではクラウドサービスの分類を、SaaS/PaaS/IaaSの

他、Application capability / Platform capability / Infrastructure capability という機能別の分類を

併用しており、この機能を意味している。 

 

クラウドサービスの利用者側の定義として、Cloud Service Customer はクラウドを利用する組織を

指し、組織と個人との混同を避けるため、日本語訳では“クラウドサービス利用者”では無く、“クラウド

サービスカスタマ”と表現する。また、Cloud Service User とはクラウドサービスの端末を操作する人

を指している。クラウドサービスの提供者側の定義として、Cloud Service Provider はクラウドを提供

する組織を指し、日本語訳では“クラウドサービスプロバイダ”と表現する。Peer Cloud Service 

Providerとはサプライチェーンの上流サービスを提供するプロバイダを指す。 

 

オンプレミスからクラウドサービスまでのサービス形態は、その違いにより以下の様に定義されてい

る。 

・オンプレミス・・・利用者が管理する場所で、利用者自身が所有する情報機器を利用する形態。 

・ハウジング・・・提供者が管理する場所で、利用者自身が所有する情報機器を利用する形態。 

・ホスティング・・・提供者が管理する場所で、提供者が所有する情報機器を、利用者が専用で利用す

る形態。 

・クラウド・・・提供者が管理する場所で、提供者が所有する情報機器を、利用者が他の利用者と共同

で利用する形態。特に非常に大きなリソースを持ち、利用者の必要に応じた容易な拡張を可能として

いる。 

例）クラウドサービスで最もヘビーユーザであるゲーム業界では、キャンペーン期間に膨大なトラン

ザクションが集中し、一時間に数千台のサーバ追加が必要となり、数日後には不要となるようなケー

スがある。 

 

商用システムでは、オンプレミスからクラウドサービスへ移行することで、容易な拡張性とシステム

管理面での膨大な省力化が可能となる。その際、サービス提供者は特定の利用者に対する要求は受けな

い為、利用者側でセキュリティ機能や変更管理内容等の正確な情報提供を受け、提供者側が実施しない
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作業を行う必要がある。 

従って、クラウドサービスにおいては、利用者と提供者間の明確な責任分解が定められ、提供者から

利用者に向けて、サービスに関する正確な情報とコミットメントがなされる事が重要であり、利用者と

提供者双方の情報セキュリティマネジメントを成り立たせるために、提供者から利用者へのサービスマ

ネジメント的な情報提供が必要となる。 

また、仮想マシンのライブマイグレーション機能は資源の有効活用とシステムの冗長化に役立つが、

システム切り替え時の適切な措置を講じないと、大規模な事故に発展するリスクがある。リスク回避の

為、前述の利用者と提供者との関係の定義に加え、この様なクラウド固有の技術的な管理策を定めてお

く必要がある。 

本規格を使いこなすには、利用者がクラウドにおけるレイヤー毎のリスク対策について、理解してい

る必要がある。 

 

２． ISO/IEC27017の概要 

(1)ISO/IEC27017作成経緯 

 ISO/IEC27001:2005 ISMS Requirements, ISO/IEC27001:2005 Code of Practice を基に、経

産省にて“情報セキュリティ管理基準（2003年策定、2008年改訂）”が策定された。2011年4月に、ク

ラウド利用者目線に立った“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”が、同じく経産省にて策定された。 

日本は本ガイドラインを2010年にISOベルリン会合にてプレゼンによる提案を実施している。翌々年

のISOナイロビ会合では、元来クラウド利用者視点の内容に対しクラウド事業者側の視点が盛り込まれ

た。 

その後、2013年10月にISO27001自体の大幅改変の影響で作業が遅れ、2015年12月に 

ISO27017:2015 Cloud Computing として完成に至った。 

 

(2)ISO/IEC27017と関連規格 

ISO27000ファミリーの中で、27017の関連企画としては以下のものがある。 

・ISO27018・・・クラウド事業者がPII（個人識別情報）を預かる時の定義である。プライバシーデー

タを扱う際のコントローラ（クラウド利用者）とプロセッサ（クラウド事業者）間の橋渡し規格。 

・ISO27036-4・・・供給者関係の技術的な取り決めの規格。システムライフサイクルに従い、利用者

と事業者間の契約事項について定義しており、現在作成中。 

・ISO19086-4・・・SLAの基準を検討中。 

・SP CS use cases・・・クラウドサービスのセキュリティ管理に手を加える部分が無いかを、日本の

提案で検討中。 

 以上の枠組みの中で、一番の中心が27017となっており、これはITUTとの共同文書として発行され、

クラウドについては米国CSA（Cloud Security Alliance）と共に策定されている。 
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(3)全体構成 

 全体構成はISO/IEC27002（以下、27002）と同じ構成とした。適用範囲から引用規格は全く同じと

し、4項にクラウド固有の概念を記載した。管理策は27002と変わらないが、27002に欠けた部分を“ク

ラウドサービス提供者／利用者の為の実施の手引き関連情報”に補記した。クラウド固有の管理策につい

ては“付属書A（規定）クラウドサービス拡張管理策集”を追加した。リスクについては本編に入れた

かったが、リスクに対する考え方が世界で異なるため、“付属書B（参考）クラウドコンピューティング

の情報セキュリティリスクに関する参考文献”として記載した。 

 管理策全体の約3分の1弱にクラウドに関連した内容が記載される結果となった。 

 

(4)ISO/IEC27017の追加管理策 

 以下の7つの管理策が追加された。 

・CLD.6.3.1 役割と責任の分担・・・英語ではshared、責任は共有するが役割を分担する。 

・CLD.8.1.5 CSCの資産の除去・・・仮想のメモリ上の資産は返却困難であり、確実に除去（消す）

を行う。 

・CLD.9.5.1 仮想コンピューティング環境における分離・・・顧客の利用領域が確実の他と分離する 

・CLD.9.5.2 仮想マシンの要塞化・・・未使用のサービスやポートへの攻撃防止を考える。 

・CLD.12.1.5 実務管理者の運用のセキュリティ・・・オペレーションミスの防止。 

・CLD.12.4.5 クラウドサービスの監視。 

・CLD.13.1.4 仮想及び物理ネットワークのセキュリティ管理の整合。 

 

(5)記載のしかた 

 27017ではISO2736の記載方法に合わせて、“クラウドサービス利用者”と“クラウドサービス提供者”

双方の実施手引きを対比して記載している。提供者からのサービス機能に関する情報を、利用者が入手

した上でリスク分析を行い、自らが望むセユリティレベル達成への必要な作業を実施する、という表現

形式をとっている。 

27027では、27002の一般的な情報セキュリティ対策に加えて、クラウド利用者には「事業者提供情

報・機能の確認」及び「クラウド利用上の注意事項」を、クラウド提供者には「技術的対策」、「契約

上の課題対策」等、及び、利用者とのコミュニケーションとして「利用者の情報セキュリティ対策支援

（情報・機能の提供）」を、クラウド固有の対策として新たに定義した。 

 クラウドのための実施手引きとして、まずISO/IEC27001に基づくマネジメントシステムを確立し、

リスクマネジメントを実施する。次に27002に定義される一般的な管理策及び27017のクラウド固有の

管理策を実装する流れとなる。 提供者における、クラウドサービスのリスクアセスメントでは、組織

的視点に加えて、供給者自身や顧客に目を向けた事業的視点での分析が必要となる。 

 また、クラウドサービスに限った事では無いために27017には記載されていないものの、ベンダー
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ロックインのリスクについても考慮が必要である。 

 

３．ISO/IEC27017の内容（例） 

 講師希望により、講演録省略。 

 

４．今後のISO/IEC27017 

(1) JIS化・・・早ければ今年一杯、遅ければ来年の見込み。 

(2)認証制度・・・ISMSの適合評価制度に乗せるべくJIPDECと調整中。プライベート認証において

ISO27018事例ではコントロールの数が120に対し監査項目数が1,000項目弱であり、半年以上かけて非

常に詳細な審査を実施している。今のISMSがそれに耐えられるかは問題である。今後国際的な監査の整

合性をとる為には、監査の充実が必要である。国際的にクラウドサービスを展開するのであれば、グロー

バルスタンダードな審査を通過しているという形にしたい。 

(3)監査技法（ISO/IEC TR 27008）・・・日本のテクニカルな部分の監査レベルをグローバルに説明可能と

するため、監査の方法を27008に記載予定。 

(4)監査の普及・・・上記により、監査全体の普及を目指す。 

(5)改善・・・以下4点について改善を考えており、数年がかりでも良いものにしていきたい。 

①要求事項（ISO/IEC27009）・・・27017はあくまでも27002の拡張でありガイドラインに過ぎな

い。通常の認証の審査からいうと、コントロールレベルで追加するところのみ見てしまうという過ち

を犯す懸念がある。きちんとした要求事項の総体としてクラウドのリスク分析を行い管理する仕組み

ができれば、ISO/IEC27009をベースとした要求事項としてのスタンダードに合わせることができ

る。その様な長期的な考慮に基づく制度設計が必要であり、それによって日本は世界とのレベルを合

わせた認証が可能となる。 

②クラウド仲介業者への対応（SIer、仲介業者など） 

③欠落している事項への対応・・・ユーザアプリケーション検証環境が少なく利用が阻害される問題、

監査の問題等。 

④構造的な改善・・・その場の議論で論理的にすっきりしていない部分がある。 

 

感想：クラウド社会を支える上で必要となるコントロールについて、非常に理解しやすく解説頂き、価値あ

る内容でした。特に本規格が、日本の主導で進められたことは、日本クラウドビジネスのグローバル展開に

おいて有意義であり、これからの活動を見守ると共に、必要な協力を行いたいと考えました。以上 

☞ 関連記事： 投稿 P.5 
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