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現在、組織の 94% が何らかの種類のクラウドを使用しており、企業の 58% がハイ
ブリッドクラウド戦略を採用しています。1 ハイブリッドクラウドとは、ベアメタル、
仮想化、プライベートクラウド、パブリッククラウドなどの独立した 2 つ以上の相互
に接続された環境にわたるワークロードの可搬性、オーケストレーション、および
管理がある程度組み込まれている IT アーキテクチャです。ハイブリッドクラウド・
アーキテクチャを使用すると、接続された任意の環境でワークロードを実行し、そ
れらを環境間で移動し、その環境のリソースを相互に互換的に使用できます。

組織がハイブリッドクラウド環境を導入する目的は、次のとおりです。

• 異なるベンダーから提供されるインフラストラクチャ、プラットフォーム、アプリ
ケーション、ツールを接続する

• 効率とスケーラビリティを向上させる

• コストを削減する

• アジリティを向上させる

• データの配置を最適化する

ハイブリッドクラウド導入のどの段階においても、セキュリティは大きな懸念事項で
す。実際、企業の 81% がクラウドのセキュリティを課題として挙げています。1 ハイ
ブリッドクラウドのセキュリティ脆弱性は、通常、認可されていないパブリッククラ
ウドの使用、リソースの可視性の欠如、不十分な変更管理、不適切な構成管理、効
果的ではないアクセス制御など、リソースの監視や制御が全体に行き届かないこと
から生じます。このような隙があると、権限のないユーザーがそれを利用して機密
データや内部リソースにアクセスする可能性があります。

セキュリティ侵害は大きな損害をもたらしかねません。データ漏洩の平均損害額
は 392 万米ドルで、このうちビジネスの損失が 36.2% を占めています。2 そして、こ
の脅威は増大し続けています。組織が 2 年以内に侵害を受ける可能性は 29.6% で
す。2 2019 年には、データレコードの平均数も、侵害の特定と阻止にかかる時間も
増加しました。2

このような課題がある中でも、組織はオンプレミス・アーキテクチャとクラウド・
アーキテクチャの違いを考慮して手法を柔軟に適用することにより、セキュリティ
を重視したハイブリッドクラウドをデプロイできます。この e ブックでは、ハイブ
リッドクラウドにおけるビジネスの保護に対する新しいアプローチと考慮事項につ
いて説明します。

セキュリティを重視したハイブリッドクラウドの
デプロイ

 1 Flexera、「RightScale 2019 State of the Cloud Report from Flexera」、2019 年 2 月。info.flexerasoftware.com/SLO-WP-State-of-the-Cloud-2019

 2 IBM Security、「2019 Cost of a Data Breach Report」、2019 年。ibm.com/security/data-breach

セキュリティの不備による影響

セキュリティ侵害は損害をもたらし、
脅威は増大しています。

29.6%
2 年以内に侵害を受ける可能性2

279 日
2019 年のデータ漏洩の特定と
阻止にかかった平均時間2

3.92 万米ドル
2019 年のデータ漏洩の平均損害額2

122 万米ドル
漏洩の特定と阻止を

200 日
以内に完了することで削減でき
るコスト2
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効果的なセキュリティには、人、プロセス、テクノロジーを組み込んだ包括的なアプローチが求められます。セキュリティを重視した製品や
ツールをデプロイするだけでは、インフラストラクチャ、クラウド、またはビジネスを保護する上で十分ではありません。製品の機能を利用
してセキュリティリスクを効果的に緩和するためには、セキュリティ戦略とプロセスも実装する必要があります。さらに、これらの戦略とプ
ロセスは、テクノロジー、脅威、およびニーズの進化に合わせて適応させていかなければなりません。

ハイブリッドクラウド環境では、セキュリティアプローチを変化させていく必要があります。ハイブリッドクラウド環境には明確な境界が
ないため、境界に基づく従来のセキュリティアプローチは効果的ではありません。クラウドを中心とするセキュリティアプローチでは、ID 
管理の一元化とアクセス制御が鍵となります。ID の一元管理とアクセス制御を効果的に行うには、最小権限の原則を使用して、実際に
必要なアクセスだけをユーザーに付与する必要があります。このアプローチでは、各ユーザーの現在のアクセス権を監査してから、各ユー
ザーを再評価し、適切なアクセスレベルを決定する必要があります。

ハイブリッドクラウドのセキュリティには、環境内のオペレーティングシステム、コンテナプラットフォーム、自動化ツール、SaaS 
(Software-as-a-Service) アセット、クラウドサービスといった各層の機能を使用する、階層化された多層防御のセキュリティ戦略も必
要です。

セキュリティはプロセスであり、製品ではない

オペレーティングシステム
セキュリティ・コンプライアンスの確保、物理的セキュリティの実装、ネットワークセキュリティの向上、ユーザーアク
セスの制御、プロセスの分離、およびデータセキュリティの強化に役立つ組み込みツールを検討します。例としては、
OpenSCAP、USBGuard、ファイアウォール、Security-Enhanced Linux® (SELinux)、ID 管理、NBDE (Network Bound 
Disk Encryption) などがあります。

自動化ツール
組織全体のすべての人 (開発、運用、セキュリティ、コンプライアンスの各チームを含む) が簡単に習得して使用できる
自動化言語を選択します。アクセス制御機能、ロギング機能、監査機能を備えているものを探しましょう。自動化の詳
細は 4 ページを参照してください。

コンテナ・プラットフォーム
プラットフォームと Kubernetes に組み込まれている機能を使用して、コンテナのセキュリティを強化します。例として
は、Pod セキュリティポリシー、ネットワークトラフィック制御、クラスタの Ingress および Egress 制御、ロールベース
のアクセス制御 (RBAC)、統合された証明書管理、ネットワークのマイクロセグメンテーションなどがあります。

最後に、既存のセキュリティプロセスとツールを再検討する必要があります。使用できる機能をすべて使用していることを確認し、設定の
修正や再設定によって保護を強化できないか、または新しいプロセスやツールが必要かどうかを判断します。

1. 現在の IT アセットとツールのインベントリーを作成します。

2. 既存のセキュリティおよびネットワークアーキテクチャ、サイバーセキュリティ・ポリシー、作業プロセス、スキルと人材のギャップを文
書化します。

3. 脅威モデルを確立し、サイバーセキュリティ侵害に対するリスク許容度と緩和策を決定します。

4. アーキテクチャ、ポリシー、およびプロセスを評価して、変更が必要な領域を特定します。

5. 現在のツールとアセットを評価して、更新された戦略とプロセスをサポートできるかどうかを判別します。セキュリティ上のギャップに
対処するための方法の文書化と計画を行います。

次のセクションでは、ハイブリッドクラウド・セキュリティに関する重要な考慮事項と、保護を強化するためのヒントについて説明します。
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戦術的な手順
組織内のコラボレーションを強化するた
めに、次のアクションを試してください。

小さく始めて拡大する。
まずプロジェクトを 1 つ選び、そこで実
践してみます。実験と反復的かつ継続
的な改善を奨励し、プロセスの調整と
最適化を行います。成功を称賛し、実
証された価値を組織内の他の人々に紹
介します。

明確な目標とスケジュールを設定し、
全員の承諾を得る。
透明性は  D ev S e c O p s の鍵。関係
者全員がプロジェクトの目標とスケ
ジュールを理解し、承諾していることを
確認します。

スタッフのクロストレーニングを行う。
セキュリティ、インフラストラクチャ、お
よび開発に関するラーニングパスを確
立します。これは定期的に更新され、す
べてのチームメンバーがすぐに利用で
きるようにする必要があります。

セキュリティのワークグループを組織
する。
セキュリティのユースケースと戦略を定
義する、分野横断的な統合チームを構
築します。

他者から学ぶ。
米国の内国歳入庁や国土安全保障省な
どの他の組織からの知見を活用します。 

セキュリティに関する考慮事項

コラボレーション

なぜ重要か
アプリケーション開発とインフラストラクチャのデプロイメントにおいて、セキュリティは
後回しにされることがあり、セキュリティアプローチが区分けされていると、セキュリティ
上のギャップや重複作業が生じることがよくあります。開発のスピードとデプロイメント
の柔軟性が増すにつれて、プロセスの早い段階でセキュリティを考慮する重要性がます
ます高まっています。開発サイクルの最終段階になってから効果的なセキュリティを適用
しようとすると極めて長い時間がかかり、デリバリーの遅れや、セキュリティの不備につ
ながるおそれがあります。

推奨事項とベストプラクティス
DevSecOps アプローチを使用して、組織全体でセキュリティを統一しましょう。
DevSecOps は、セキュリティが共有責任で取り組まれる、最初から最後まで統合され
たコレボレーティブなフレームワークです。各チームがばらばらにセキュリティポリシー
の設定を担うのではなく、すべてのチームがセキュリティの責任を共有します。セキュリ
ティ、開発、運用の各チームのスタッフが連携して、可視性、フィードバック、学んだ教訓、
知見を共有します。このアプローチにより、アプリケーション開発とインフラストラクチャ
のデプロイメントの開始時にセキュリティを組み込むことができるため、保護が強化され
ます。

正式なトレーニングプログラムを全員に実施することは、セキュリティの重要性と、組織
を保護するためにそれぞれができることについて全員が理解するのに役立ちます。このよ
うなプログラムでは、次のようなトピックを扱う必要があります。

• アプリケーションとリソースのセキュリティポリシーおよび規制への準拠の維持

• 従来の環境、コンテナ化された環境、およびハイブリッドクラウド環境のセキュリ
ティに対するさまざまなアプローチの確立

• 新規および既存のセキュリティ脆弱性を常に把握していくのに役立つパッチ適用戦
略の策定

これに関連して、経営幹部の承認も重要になります。経営幹部はコラボレーションを奨励
し、組織全体の各チームからのフィードバックをオープンに受け入れる必要があります。
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戦術的な手順
セキュリティの自動化を開始するには、
次のアクションを試してください。

単一のプロジェクトから始める。
すべてを一度で自動化できると考えな
いようにしましょう。開始にあたって
は、単一のプロジェクトまたは限定した
タスクを選択しましょう。

繰り返しの多いタスクを選択する。
設定管理、ソフトウェアパッケージと
パッチの管理、セキュリティ脆弱性の特
定と修正、ポリシーの適用など、繰り返
し実行されるタスクを自動化します。

測定、調整、反復を実行する。
自動化のデプロイ、結果の測定、それに
応じた調整という一連の流れを繰り返
します。

拡張を計画する。
組織内の他の人々がメリットを活用で
きるように、すべての自動化が検証可
能、監査可能、および共有可能である
ことを確認します。 

なぜ重要か
セキュリティ脅威の最大の原因は設定ミスと不適切な変更管理です。3 設定ミスによっ
て、システムが攻撃に対して脆弱なままになる可能性があります。システムのライフサイ
クル全体で、誰が設定を変更したか、いつ、何が変更されたかがわかるようにするために
は、変更管理が不可欠です。自動化は、日常業務の効率化だけでなく、プロセス、アプリ
ケーション、インフラストラクチャに最初からセキュリティを統合するのにも役立ちます。
実際、セキュリティの自動化を完全にデプロイすると、侵害による平均の損害額を 95% 
削減できます。それにもかかわらず、これを実践している組織は 16% に過ぎません。4

推奨事項とベストプラクティス
統一された自動化戦略を実装して、組織全体での設定ミスや手動エラーのリスクを軽減
しましょう。自動化により、インフラストラクチャ管理、アプリケーション開発、セキュリ
ティ運用の一貫性が最適化および強化され、保護、コンプライアンス、変更管理を強化
できます。

• 事前に承認済みのポリシーに従って一貫性のある設定を行い、ライフサイクル全体で
反復可能な方法でリソースをプロアクティブに維持できます。

• パッチまたは再設定が必要なシステムをすばやく特定できます。

• 多数のシステムを対象に一貫した方法で、定義されたベースラインに従ってパッチを
適用したり、システム設定を変更したりするのがより簡単になります。

• 自動的に記録されたアクションログにより、監査とトラブルシューティングが容易に
なります。 

自動化プラットフォームおよびプロセスに ID 管理とアクセス制御を実装すると、許可さ
れたスタッフのみが自動化タスクを実行できるようになります。

組織内の全員が使用できる自動化プラットフォームを選択しましょう。一般的で習得し
やすい自動化言語を実装するプラットフォームを使用すると、以下を改善できます。

• 可視性：全員が自動化された各タスクの機能を理解できます。

• 反復性：使いやすいプラットフォームと言語により、承認されたスタッフ全員が自動
化を効果的かつ効率的に使用することができます。

• コラボレーション：自動化タスクを組織全体で共有できるため、完了している作業を
他のチームが活用し、作業の重複を回避できます。

• 監査：複数のスタッフが自動化タスクを検証し、監査用のログを表示できます。

セキュリティに関する考慮事項

自動化

 3 Cloud Security Alliance、「Top Threats to Cloud Computing: The Egregious 11」、2019 年 8 月。cloudsecurityalliance.org/artifacts/
top-threats-to-cloud-computing-egregious-eleven

 4 IBM Security、「2019 Cost of a Data Breach Report,」、2019 年。ibm.com/security/data-breach
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戦術的な手順
次の手順に従って、より強力なパッチ適
用および更新戦略を策定します。

1. パッチ適用が必要なシステムを特定
します。 

2. 脅威モデル、予想されるリスク、パ
フォーマンスへの影響、および有効
なパッチ適用期間に基づいて、アク
ションに優先順位を付けます。

3. パッチ適用を自動化して、従来のイ
ンフラストラクチャとハイブリッドク
ラウド・インフラストラクチャの両方
の一貫性と再現性を向上させます。

4. 進化する機能、テクノロジー、脅威
に対応するために、パッチ適用戦略
を定期的に再評価して調整します。

なぜ重要か
パッチが適用されていないシステムや古いシステムは、コンプライアンスの問題やセキュリ
ティ脆弱性の原因となる可能性があります。実際、悪用される脆弱性のほとんどは、侵害
が発生した時点でセキュリティチームや IT チームがすでに認識しているものです。

推奨事項とベストプラクティス
頻繁にパッチを適用し、パッチをテストして、正しく適用されていることを確認しましょ
う。システムを毎日スキャンして、パッチ適用が必要なコンプライアンスの問題とセキュリ
ティの脆弱性の有無を確認します。脅威モデルと、リスク、パフォーマンス、および時間に
関する考慮事項に照らし合わせて、検出された項目を修正するためのアクションの優先付
けを行います。重要な問題に対応するために、該当するすべてのシステムに定期的にパッ
チを適用します。重大な問題と既知の脆弱性については、可能な限り迅速にパッチを適
用します。パッチを適用したシステムは、機能テストを行ってから本番環境に戻します。

また、ベースイメージからデプロイされるクラウドリソースとコンテナ化されたリソースを
考慮して、パッチ適用戦略を更新する必要があります。ベースイメージが組織のセキュリ
ティベースラインに準拠していることを確認しましょう。物理システムや仮想化システムと
同様、ベースイメージも定期的にスキャンし、パッチを適用します。ベースイメージにパッ
チを適用した場合は、そのイメージに基づいてデプロイされているすべてのコンテナとク
ラウドリソースを再構築し、再デプロイします。

最後に、自動化を適用してパッチ適用作業を効率化します。作業を高速化し、エラーの
リスクを減らし、システム間の一貫性を向上させるためのパッチ適用の自動化ワークフ
ローを作成します。たとえば、アプリケーションとインフラストラクチャの両方に Jenkins 
ベースの継続的インテグレーション/継続的デプロイメント (CI/CD) パイプラインを使
用して、パッチ適用などのライフサイクルプロセスを自動化できます。

セキュリティに関する考慮事項

更新とパッチ
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戦術的な手順
使用するオープンソース・テクノロジー
のセキュリティを向上するために、次の
アクションを試してください。

市販のバージョンに切り替える。
使用するオープンソースソフトウェア
を、アップストリームのオープンソース・
プロジェクトが提供するものから、信
頼できる市販のバージョンに移行しま
す。これらのバージョンはテスト済みか
つ検証済みであるため、バグやセキュリ
ティの脆弱性のリスクを軽減できます。
また、セキュリティパッチを迅速に提供
し、ソフトウェアをセキュリティ用に設
定するためのガイダンスを提供するエ
ンタープライズサポートが含まれる場合
もあります。

オープンソース・テクノロジーの保護に
ついて詳しくは、こちらの記事をご覧く
ださい。

テンプレートをベースにオープンソース
ソフトウェアをデプロイする。
管理ツールとプラットフォームツールを
チェックして、事前定義済みの精査さ
れたテンプレートに基づくセルフサービ
ス・プロビジョニングが提供されている
かどうかを確認します。テンプレートを
使用すると、信頼できる最新のオープン
ソース・テクノロジーのみがデプロイさ
れるようにすることができます。また、
高速で自動化されたデプロイメントに
より、ユーザーは、IT チームとセキュリ
ティチームの管理外のリソースをデプ
ロイするのではなく、許可されている IT 
リソースを使用するよう促すことができ
ます。

なぜ重要か
オープンソース・テクノロジーはクラウドとコンテナの運用に不可欠ですが、署名されて
いないソフトウェアを使用したり、これらのテクノロジーを安全でない方法でデプロイし
たりすると、セキュリティの脆弱性の原因になる可能性があります。アップストリーム・コ
ミュニティから直接提供される未検証のオープンソース・ソフトウェアを使用すると、セ
キュリティ脆弱性やサプライチェーン攻撃にさらされる場合があります。これにより、サー
ドパーティのサービスやソフトウェアの弱点が悪用されて最終的な標的が危険にさらさ
れます。このような攻撃は、ソフトウェア更新を乗っ取ったり、正規のソフトウェアに悪意
のあるコードを挿入したりするなど、さまざまな形を取ります。また、2018 年にはサプラ
イチェーン攻撃が 78% 増加しました。5 

推奨事項とベストプラクティス
組織が使用するオープンソース・テクノロジーの提供元を把握し、それらのテクノロジー
を安全な方法でデプロイしましょう。まず、組織で現在使用されているオープンソース・
テクノロジーのインベントリーを作成します。既知の信頼できるソースから取得されてい
ないものについては、その使用を停止します。残りのテクノロジーを IT チームとセキュリ
ティチームの管理下に戻すためのプロセスとポリシーを定義します。 

また、セキュリティを重視したオープンソース・テクノロジーの使用に関する戦略も策定
する必要があります。戦略には、組織が使用するオープンソース・テクノロジーが信頼で
きるソースからのものであり、自動化された方法で継続的にパッチが適用され、セキュ
リティを念頭に置いて設定されていることを確認するための対策を含める必要がありま
す。さらに、ライフサイクル全体を通じてエンタープライズ向けのサポートが提供される、
エンタープライズグレードのオープンソース製品の使用を奨励する必要があります。

セキュリティに関する考慮事項

オープンソース・テクノロジー

 5 Symantec、「Internet Security Threat Report, Volume 24」、2019 年 2 月。

2018 年のサプライチェーン攻撃の増加
の割合 (対前年比)578%
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ハイブリッドクラウドのセキュリティは、すべての組織にとって重要な懸念事項です。お客様がハ
イブリッドクラウド導入のどの段階におられるかに関わらず、Red Hat はセキュリティを重視した
ハイブリッドクラウドのデプロイメントを支援します。Red Hat のプロダクショングレードのオー
プンソースソフトウェアのポートフォリオは、統合された組み込みのセキュリティ機能を備えてお
り、現在だけでなく将来にわたってセキュリティとコンプライアンスの課題を克服するためのツー
ルとプラットフォームを提供します。また、Red Hat は、エンタープライズグレードのサポート、実
践的なトレーニング、エキスパートによるサービスを提供し、お客様がハイブリッドクラウド環境
をより効率的かつ安全に構築し、運用できるように支援します。

セキュリティとコンプライアンスに対する Red Hat のアプローチの詳細は、以下のリソースをご
覧ください。

• ハイブリッドクラウドのセキュリティの概要

• 継続的 IT セキュリティの実現に Red Hat を選ぶ理由

• セキュリティとコンプライアンスを自動化する理由

• Red Hat® サービス：システムのセキュリティとコンプライアンスの自動化

Red Hat シニアプリンシパルセキュリティグローバルテクニカルエバンジェリスト兼ストラテジスト、Lucy Huh Kerner (ルーシー・
ハー・カーナー) について
Lucy Huh Kerner は、セキュリティのソートリーダーシップの開発を支援し、Red Hat ポートフォリオ全体のセキュリティの技術戦略と市
場投入戦略をグローバルに統括しています。さらに、セキュリティ関連の技術コンテンツの作成と、現場、顧客、パートナー、アナリスト、
報道機関への配信を支援し、数多くのイベントで講演を行ってきました。それ以前は、Red Hat の北米公共部門チームのシニアクラウドソ
リューションアーキテクトでした。クラウド・テクノロジーに関する専門知識を活用し、北米公共部門の幅広いお客様向けに Red Hat の
クラウド・ソリューションを設計および提示することで、Red Hat クラウドの販売活動をサポートしました。同氏は、ソフトウェアとハード
ウェアの開発エンジニアおよびプリセールス・ソリューションアーキテクトとして 15 年以上の専門的な経験があり、サイバーセキュリティの
さまざまな側面に取り組んできました。

無料のディスカバリー・セッションを予約：
redhat.com/consulting

https://www.redhat.com/ja/topics/security/what-is-hybrid-cloud-security
https://www.redhat.com/ja/technologies/guide/it-security
https://www.redhat.com/ja/resources/red-hat-automated-security-and-compliance
https://www.redhat.com/ja/resources/services-automate-systems-security-compliance-datasheet
https://www.redhat.com/ja/services/consulting
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