白書

クラウドセキュリティ脅威の対策

概要
今や全盛期の真っ只中にあるクラウド。数年前から人気を博しているこのクラウドは、コ
ロナ禍によるデジタルトランスフォーメーションの加速化に伴い、必要不可欠な存在とし
て、その地位を確固たるものにした。従来のオンプレミス (On-premise) と、パブリック

クラウドが混合する 「ハイブリッド」 環境に身を置くことになった多くの企業は、2 つ

の環境の統合的な可視化、そして同等レベルのセキュリティを構築する方法を模索してい
る。こうした流れを踏まえると、ハイブリッドクラウドセキュリティの重要な第一歩とし
て、サーバーワークロードの効果的な保護が挙げられる。市場では、このクラウドワーク
ロードセキュリティソリューションを 「CWPP (Cloud Workload Protection Platform)」
と呼ぶ。

本白書では、クラウドの基本的な概念、そしてアンラボのハイブリッドクラウドワークロ
ードセキュリティソリューションである 「AhnLab CPP」 を活用した、クラウドセキュリ
ティ対策について説明していく。

クラウド IaaS･PaaS･SaaS とは？
クラウドとは、インターネットを介し IT リソースが必要な時に必要な分だけを使用し、

それに対する費用を支払う一種のレンタルサービスと言える。住居に置き換えて考えるな
ら、従来のオンプレミス (On-premise) はマイホームであり、クラウドは宿泊業者に例え

られるだろう。すなわち、必要な分だけを借りて必要な期間使用し、その費用を業者に支
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払うのがクラウドである。
マイホームを建てるためには、設計から完成まで多くの時間と労力、そして費用が発生す
る。一度建ててしまうとサイズの縮小や拡大が難しく、不要なスペースができてもそう簡
単には取り壊せない。また、初期の建設だけでなく、メンテナンスにも多くの時間と費用
がかかってくる。

これに対しレンタルの場合、建物の建設・メンテナンスを全て宿泊業者が行い、利用者は
必要な時に必要な分を借りて使用するだけである。レンタルスペースの縮小・拡大も気軽
に行え、不要になった際はキャンセルすることも可能だ。レンタルスペースに対するメン
テナンスや管理も、全く気にする必要がない。こうした概念を IT 環境で具現化したものが
クラウドである。

SaaS
Consume

個人・組織のエンドユーザー

ソフトウェア
遠隔サービス

NAVER メール
Office365
Google Docs

PaaS

開発者

Build

短期開発のための
API プラットフォーム

PaaS-TA
Google アプリエンジン

IaaS

IT 管理者

Host

ハードウェアの
仮想化環境提供

AWS EC2
Azure VM
NCP Compute

[図1] クラウドのサービス構造

このように、クラウドではハードウェアやネットワークなどのインフラのみを貸すこと

を 「IaaS」 と呼び、開発プラットフォームや開発環境を提供する形態を 「PaaS」、そし
て、用意されたものを利用するだけの提供形態を 「SaaS」 と言う。

ユーザーはクラウドを介し、コスト削減や業務パフォーマンス向上などの効果を享受でき
る。オンプレミスと比較した際、初期費用がかからず、オートスケーリング (Auto Scaling)
による柔軟なリソース拡張が可能であるという点は、クラウドの確たる長所である。
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こうした理由から、近年クラウドの導入がさらに増加傾向にある。市場調査機関の 「ガー

トナー (Gartner)」 によると、パブリッククラウドの 2021 年度グローバル市場規模は、

約 3,961 億ドル (約 45 兆円) であり、来年度は約 4,821 億ドル (約 54 兆円) まで成長す
る見込みだ。

また、ガートナーは、2021 年に約 3,100 億円規模となった韓国のパブリッククラウド市
場が、2022 年に約 3,600 億円規模にまで成長することも予測している。これは、コロナ

禍以降、デジタルトランスフォーメーションの加速化に伴い、クラウドの導入が急増した
結果である。ポストコロナ時代にも、引き続きクラウドの導入規模が拡大していく見通し
だ。

しかし、こうした 「経済利益」 が手に入る場所に集まるハッカー集団の性質上、クラウド

環境を狙った攻撃も増加・多様化している。特に、資源の共有・サービス化など、旧来の
レガシーシステムとは異なるクラウドの特性により、企業のセキュリティ担当者は、セキ
ュリティ問題に対し頭を抱えざるを得なくなった。

クラウドのセキュリティ責任は誰の手に？
次は、クラウドセキュリティに関して本格的に説明しよう。オンプレミスと同様に、クラ
ウド環境でもセキュリティ脅威は発生する。クラウドの概念を説明した時と同じく、ここ
でも住居に例えて考えてみる。

自分で管理するマイホームの場合、管理責任者は自分自身であるが、宿泊施設を利用する
場合、責任の主体者があやふやになる。外部からの侵入対策、つまり建物に誰彼構わず入
れないようにしたり、洪水・災害などの危険から守るのは宿泊業者の役目だ。しかし、借
りていた部屋に誰かが侵入し、財布や重要書類を盗んでいった場合はどうなるだろう。例
えば、一緒に宿泊していた友人が盗みを働いたり、自分が部屋の施錠管理を疎かにしてい
た場合は、借りた側の自己責任になることもある。こうしたケースでは、状況を考慮した
上で、責任の所在をはっきりさせなくてはならない。これは、クラウド環境においても同
じことが言える。

実際に、クラウド事業者が提供するインフラ・サービス環境を利用する際、万が一セキュ
リティ問題が発生した場合は、一体誰の責任になるのか？グローバルセキュリティ企業の
「Thales (タレス)」 と 「ponemon institute (ポネモン研究所)」 が、2019 年末に行っ

た調査によると、クラウドのデータ保護に関する責任について、調査対象の企業のうち、
31 ％は自己責任と回答し、33 ％は顧客企業とクラウド事業者の共同責任、そして 35 ％
がクラウド事業者の責任と認識していることが判明した。つまり、35％ にも及ぶ多くの企
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業が、クラウド利用時にサービスを提供する側が、その全責任を負うものと考えていたの
である。

ちなみに、この問いに対する正解は、「クラウドサービスの形態によって、ユーザーとサ
ービス提供者がその責任を共有する」 である。現在はこうした共同責任への認識が広まっ

てきた。しかし、オンプレミスとは違い、セキュリティ統制権を分担する構造に対し、い
まだに多くの企業が悩みを抱えているのが事実だ。

パブリッククラウド環境では、セキュリティ問題や不具合の発生時、クラウド事業者が提
供するサービス範囲がどこまでかを把握し、責任の所在を確認しなければならない。これ
を 「責任共有モデル (Shared Responsibility Model)」 と呼ぶ。責任共有モデルとは、ク

ラウド環境におけるセキュリティに関し、クラウド事業者と企業が共に責任を共有すると
いう概念である。

[図2] は、アマゾンウェブサービス (以下 AWS) が、企業とクラウドサービス事業者間に
おけるセキュリティの責任範囲を説明したものである。AWS が提供するハードウェア・ネ

ットワーク・システムなどは AWS の責任範囲とし、顧客が直接管理を行うそれ以外のセ

キュリティ領域、例えば、ネットワークトラフィック関連セキュリティ・ファイアウォー
ル設定・暗号化・アプリケーション・アクセス制御・データセキュリティなどは、全て顧
客の責任と明記している。

CUSTOMER DATA

CUSTOMER
RESPONSIBLE FOR
SECURITY 'IN' THE
CLOUD

PLATFORM, APPLICATIONS, IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT
OPERATING SYSTEM, NETWORK & FIREWALL CONFIGERATION
CLIENT-SIDE DATA
ENCRYPTION & DATA
INTEGRITY
AUTHENTICATION

NETWORKING TRAFFIC
SERVER-SIDE ENCRYPTION
PROTECTION (ENCRYPTION,
(FILE SYSTEM AND/OR DATA)
INTEGRITY, IDENTITY)
SOFTWARE

AWS

COMPUTE

RESPONSIBLE FOR
SECURITY 'OF' THE
CLOUD

STORAGE

DATABASE

NETWORKING

HARDWARE/AWS GLOBAL INFRASTRUCTURE
REGIONS

AVAILABILITY ZONES

EDGE LOCATIONS

[図2] AWS の責任共有モデル (出典：AWS)
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[図3] は、マイクロソフトアジュール (Microsoft Azure) の責任共有モデルだ。ブルーで
表記された項目は顧客、グレーの部分はマイクロソフト社の責任範囲である。さらに、

IaaS・PaaS・SaaS などのサービス形態によって、マイクロソフト社と顧客の責任範囲が
異なることを示している。

[図3] アジュールの責任共有モデル (出典：マイクロソフト社)

結論からすると、従来のオンプレミス環境では企業側が全責任を負っていたが、クラウド
環境では CSP (Cloud Service Provider：クラウドサービス提供者) と顧客企業が、それぞ

れのセキュリティ範囲を分担して責任を負う必要がある。セキュリティ担当者は、これを
明確に認識しておかなければならない。

クラウドをどう守るべきか？
では、安全なクラウド環境作りのためには、まず何から始めるべきか。今日のクラウド環
境は、物理・仮想・ハイブリッドおよびマルチクラウドの混合に限らず、サーバーや仮想
マシンの他にも、コンテナやサーバーレスなど、サービス形態の多様化につれその提供パ
ターンがますます複雑化している状況だ。

まずは、クラウドサービスの根幹となる IaaS のセキュリティから説明しよう。責任共有

モデルによると、IaaS の場合、ハードウェアとネットワークを除いた残りの全領域を、企

業側が設定・運営しなければならない。この場合、企業のセキュリティを担当する管理者
の立場からすると、次のようなセキュリティニーズが発生する。
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第一に、オンプレミスサーバーとクラウド上のサーバーを、一元管理する必要がある。第
二に、組織の管理下に置かれていないクラウドサーバーの場合、物理的なアクセス制御や
ネットワークへのアクセス制御が難しいため、ロジカルかつ手軽に制御できなければなら
ない。この場合、設定の不備により深刻な漏洩問題が生じる可能性があるため、ネットワ
ークアクセスやサイバー攻撃から、サーバーを保護する必要性が増加している。そして最
後に、サーバーへの標的型攻撃対策として、マルウェアなどのセキュリティ脅威から、サ
ーバーを保護することが求められている。

クラウドワークロードセキュリティプラットフォーム「AhnLab CPP」
アンラボは、顧客のこうしたニーズを解決すべく、クラウドワークロードセキュリティプ
ラットフォームの 「AhnLab CPP」 をリリースした。「AhnLab CPP」 は、▲オンプレミ

ス・仮想サーバーと共にクラウドサーバーに対する統合管理、▲サーバーワークロードを
保護するためのセキュリティ機能の提供、▲3rd party ソリューションとの連動による効
率的な対応をサポートする。

「AhnLab CPP」 は、オンプレミス・仮想サーバー、そして AWS やアジュール・NAVER
クラウドプラットフォーム・Kakao iCloud・NHN クラウドなど、様々なクラウド上の
Windows・Linux サーバーの可視化や、統合管理をサポートする。また、クラウドアカウ
ントとの連動により、オートスケーリングされる端末の自動識別も可能だ。

「AhnLab CPP」 は、クラウドサーバーワークロードの保護に必要なセキュリティ機能
や製品を、1 つのコンソールで統合管理する。ホワイトリストベースのアプリケーション

企業全体のサーバーワークロードに対する

サーバー・ネットワークレベルでの

サーバーワークロードのセキュリティ脅威に対する

可視性確保

セキュリティ脅威の最小化

迅速な検知＆対応

マルウェア
検知＆対応

中央管理

ネットワーク攻撃
検知＆対応

Windows サーバー
Physical (物理)

アプリケーション
実行制御

変更行為監視

Linux サーバー
Virtual (仮想)

クラウド

(AWS, Azure, NHN, NCP, kakao icloud等)

[図4] AhnLab CPP のセキュリティ概念図
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実行やアクセス制御、ファイル整合性監視を担当する 「アプリケーションコントロール

(application control)」、侵入検知・防止システム (IDS / IPS) やファイヤーウォールの機
能を担う 「ホスト IPS」、さらには、マルウェアの検知・遮断を行う 「V3 Net」 まで、
これらセキュリティを単一コンソールで一元管理ができる。

また、統合的に可視化されたサーバーワークロードを、様々なダッシュボードから提供す
ることで、企業全体のサーバーセキュリティ状態を一目で把握することも可能だ。 さら
に、「AhnLab CPP」 のダッシュボードは、ハイブリッドクラウド環境を考慮し、サーバ

ーワークロードへのセキュリティ脅威を最小限に抑えてくれる。特に、Syslog の提供によ
り、SIEM などの 3rd party ソリューションと連動することで、管理者が迅速に検知・対
応できるようサポートする。

「AhnLab CPP」 の主要機能
「AhnLab CPP」 が管理するセキュリティソリューションには、大きく分けて 「アプリケ
ーションコントロール」、「ホスト IPS」、「V3 Net」 がある。「アプリケーションコ
ントロール」 は、ホワイトリストベースのアプリケーション実行・アクセス制御により、

一層安全にサーバー運営が行えるようサポートする。また、重要ファイル・フォルダー・
レジストリに関する変更行為を監視することで、不適切なシステム変更を検知し、脅威へ
の事前対応も行える。 「ホスト IPS」 は、シグネチャベースでサイバー攻撃を検知・遮断
し、ファイヤーウォール機能も合わせて提供する。「V3 Net」 の場合、サーバー内のマル

ウェアに対し、リアルタイムスキャンや手動スキャンを行うことで、マルウェア感染から
サーバーを保護する。

Application Control
アプリケ
ーション
コントロ
ール

ホスト
IDS / IPS

ホワイトリストベースのアプリ
ケーション実行制御
重要ファイル・フォルダの変更
行為監視

ファイル
整合性監視

ファイヤー
ウォール

Host IPS

V3 Net

ネットワーク攻撃の検知＆防止
ファイヤーウォール

マルウェア検知＆対応
アンチ
マルウェア

[図5] AhnLab CPP の機能構造図
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1. アプリケーションコントロール＆ファイル整合性監視

セキュリティソリューションにおけるそれぞれの特徴を見てみると、まず、アプリケーシ
ョンコントロールの場合、許可されたアプリのみ実行を承認し、それ以外のアプリは全て
実行を遮断することで、本来の用途通りのサーバー運営をサポートしつつ、脅威を事前に
予防してくれる。さらに、重要ファイル・フォルダーに関しては、指定プロセスからのみ
アクセスを許可し、不適切な変更によりサービスが中断されないようサポートする。

サービス・プロセス
変更

システム変更

非許可の実行
またはアクセス

ファイル・ディレクトリ
変更

アプリケーション
コントロール
クラウド
･ ホワイトリストベースの
アプリケーション実行制御
･ ユーザー定義、条件による実行制御
･ ファイル (プロセス) のアクセス制御
･ ルールベースのファイル整合性監
視検証

非許可ファイル
実行
ファイル・ディレクトリ
アクセス

オンプレミス

[図6] AhnLab CPP のアプリケーションコントロール

また、ファイル整合性監視機能の場合、通常変更してはならない特定のファイル・フォル
ダー・レジストリ・スタートプロブラム・サービスなどの変更有無を監視する。デフォル
ト設定されたルールと共に、ユーザー指定のルールもサポートしており、業務環境に応じ
てユーザーが各機能を最適化できるようになっている。

アプリケーションコントロールは、サービス運営を考慮した様々な運営モードを提供し
ている。まず、通常のセキュリティモードである 「ロックダウン (Lockdown)」 、そし
て、ソフトウェアのインストールやアップデートが行われる場合を考慮した 「メンテナン

ス (Maintenance)」 モードがある。ロックダウンモードでは、多くの実行ファイルが変更

されるアップデート時に、パッチが行えないという難点があるが、この際メンテナンスモ
ードに変更しておけば、変更が必要な全ての実行ファイルを遮断することなく、ホワイト
リストに自動で登録することが可能だ。さらに、ホワイトリスト未登録ファイルに対し、
遮断ではなく検知のみを行う 「シミュレーション (Simulation)」 モードも搭載されてい

る。これは、ロックダウン前にセキュリティポリシーの適正性を判断する用途として備わ
っている。
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2. ホスト IPS＆ファイヤーウォール

「AhnLab CPP」 のホスト IPS は、サーバーに送受信されるトラフィックをモニタリング
し、ファイヤーウォールの設定に応じて許可・遮断を行う。また、適用された IPS シグネ
チャにより、攻撃の検知・遮断も可能だ。アンラボのホスト IPS は、自社の次世代侵入防

止システム 「AIPS」 を介し、韓国内で検証された約数千個余りのシグネチャを提供して

おり、定期的なアップデートもサポートしている。この他にも、組織に必要なシグネチャ
を管理者が直接設定することもでき、従来の Snort (スノート) や、PCRE などの様々な形
態にも対応している。

アプリケーション
脆弱性

コンテナ

VM

ネットワーク侵入

OS

(仮想マシン)

脆弱性
Physical
(物理)

ネットワーク
脆弱性

内部拡散

ホスト

IPS

･ 脆弱性分析によるシグネチャ推奨
･ 検知時、パケット・IP・サービスの
遮断
･ ポートスキャン・スイープ等の行為
検知
･ ファイヤーウォールの機能サポート

･ 検知時、使用リソース設定

[図7] AhnLab CPP のホスト IPS＆ファイヤーウォール

ネットワーク IPS とは違い、ホスト IPS の適用対象はサービスサーバーである。そのた

め、全シグネチャを適用するとなると、サービス提供時に性能面での問題が発生する場合
がある。これに対し、アンラボのホスト IPS は、該当サーバーに必要なシグネチャのみを
適用するよう設計されており、サーバーへの負荷を軽減することで効率性を高めている。

管理者の立場からすると、サーバ台数が多数存在したり、サーバーの追加や削除が柔軟に
行えるクラウドのような環境では、各サーバーの環境を分析し、それに合ったシグネチャ
を直接適用することが不可能に近い。「AhnLab CPP」 のホスト IPS は、環境情報をもと

に各サーバーを分析し、それぞれの端末に適したシグネチャの推奨、また自動割り当て機
能をサポートしている。

さらに、一般的なファイヤーウォール機能と共に、国家別の IP 情報をもとに、特定国家

から送受信されるトラフィックも遮断してくれる。ホスト IPS は、基本的に 「インライン
(Inline)」 モードで運営されるが、サーバーの可用性を考慮した 「タップ (TAP)」 モード
や、サービス障害時に対応する 「バイパス (Bypass)」 モードも搭載されている。
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3. マルウェア対応

「V3 Net」 の場合、多くの顧客やグローバル認証機関にて検証されたアンチマルウェア

(Anti-malware) 機能に加え、サーバーの活用性を考慮した手動スキャンや、スケジュー

ルスキャンなどの設定が可能だ。業界随一のエンジン機能で、迅速かつ正確なマルウェア
検知・駆除を行い、スキャンの例外設定機能により、効率的な対応ポリシーも適用でき

る。また、スキャンや治療に関する各種レポートを提供するなど、ユーザーの利便性を高
めるセキュリティ技術が備わっている。

Virus

(ウイルス)

Ransomware
(ウイルス)

コンテナ

アンチマルウェア

Trojan

(トロイの木馬)

Worm

マルウェア

(ワーム)

VM
(仮想マシン)

Downloader

･ リアルタイムスキャン・手動スキャ
ン・ スケジュールスキャン
･ 治療・検疫所設定
･ スキャン対象設定

(ダウンローダー)

Dropper

(ドロッパー)

Physical
(物理)

Backdoor

(バックドア)

･ インストール・リアルタイムスキャ
ン・スケジュールスキャン時
･ 使用リソース設定

[図8] AhnLab CPP の V3 Net

4. コンテナ (Container) セキュリティ

「AhnLab CPP」 は、Docker (ドッカー) や k8s (Kubernetes、クバネティス) 環境での
コンテナファイルに関するマルウェア検知・対応もサポートする。コンテナを狙った攻

撃、もしくはコンテナからのネットワーク攻撃に対しても検知を行い、検知されたコンテ
ナファイルや、ネットワーク攻撃・通信が、どのコンテナから発生したのかを識別する機
能も搭載している。これにより、管理者はセキュリティ上に脆弱性のあるコンテナを容易
に把握でき、より安全なサービス運営環境を構築することが可能となる。

コンテナ内の
マルウェア検知＆治療

コンテナ

コンテナ
コンテナランタイム

OS

コンテナ
コンテナ内外からの
ネットワーク侵入攻撃を検知

ハードウェア

[図9] AhnLab CPP の コンテナセキュリティ
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結論
上記の内容をまとめると、「AhnLab CPP」 とは、オンプレミスおよびクラウド上の
Windows・Linux サーバーを保護するためのプラットフォームである。組織内の各種サー

バーを統合的に可視化すると共に、アプリケーションコントロール、ホスト IPS およびフ

ァイヤーウォール、アンチマルウェア機能などを提供し、さらにはコンテナセキュリティ
も合わせてサポートしている。「AhnLab CPP」 は、サーバーの位置を問わず、一貫性の

あるセキュリティ管理機能を提供し、ハイブリッド環境のサーバーにおいて、一層安全な
セキュリティ環境作りを可能にしてくれる。

クラウドの導入に伴い、サービスの提供形態や位置などが多様化・複雑化していく中、組
織内のサーバーワークロードに対する管理負担はますます増加している。それにより、オ
ンプレミス・仮想・クラウドサーバーなど、様々な位置にあるサーバーワークロードを、
どのように一貫した基準をもって安全に保護していくのか、管理者の悩みが尽きることは
ない。特に、クラウドを導入する際は、どこまでが組織の責任範囲かを把握し、組織内の
資産保護にどのようなセキュリティ機能やソリューションが必要か、綿密な検討を行った
上でセキュリティシステムを構築していくことが、最も重要なポイントとなる。

こうした理由から、安定的なハイブリッドクラウド環境作りに向け、CWPP の様々なセキ

ュリティ技術が求められている。長年築き上げたアンラボの技術力、そのノウハウが投影
された 「AhnLab CPP」 は、顧客にとって最高の選択肢となるだろう。
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