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クラウドシステムの運用時における
動的セキュリティ評価方式の開発と評価
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概要：近年，サイバー攻撃の巧妙化により設計から運用に至るまでのセキュリティを考慮した IT システム
が求められている．そのため，業界団体や政府機関は，セキュリティ標準への準拠を推奨している．IT シ
ステムの運用を担うシステム運用者は，このセキュリティ標準を読解したうえでシステム構成に適した具
体的なセキュリティ機能の落とし込みとその機能が適切に設定されていることを検証する必要がある．シ
ステム運用者は，必要に応じて運用中の IT システムを短時間でシステム構成の変更ができるクラウドシ
ステムにおいても同様の対応が求められる．しかし，セキュリティ標準に基づいたセキュリティ機能の検
証方法はシステム構成に依存する．クラウドシステムのように柔軟なシステム構成をともなうシステム運
用は，システム構成の変更ごとに具体的なセキュリティ機能の落とし込みと検証が必要であるため，クラ
ウド基盤の利点を活かせないうえにシステム運用者の負担につながる場合がある．そこで筆者らは，クラ
ウド基盤の利点を活かしてセキュリティ機能を維持する目的として，クラウド基盤上で構築した稼働中の
IT システムのシステム構成をログ解析から追随して，モデル化したシステム構成とセキュリティ標準に基
づいたセキュリティ機能を自動的に検証するセキュリティ評価方式を提案する．この方式を実装して，運
用段階でもセキュリティ標準に基づいていることを保証する支援ツールを開発した．さらに，クラウド基
盤上での実験により，提案方式の有効性を示すことができた．
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Abstract: Because of the sophisticated cyberattacks of these days, the IT systems are requested to be taken
into a special consideration of security from its design stage to operational stage. Therefore, industry organizations as well as governments recommend that the IT system should comply with the security standard. It
is necessary for the system operator of the IT system to comprehend this security standard, and to verify that
speciﬁc security functions for the proper system conﬁguration are selected and implemented appropriately.
The operator is requested to make corresponding works for the cloud system where the system conﬁguration
of the IT system in operation can be changed ﬂexibly and quickly when necessary. However, the veriﬁcation
method of the security functions based on the security standard depends on the system conﬁguration. Since
the system operation for such the cloud system with ﬂexible changes of the speciﬁc security functions and
veriﬁcation of these installation whenever system conﬁguration changes, it is diﬃcult to make use of advantage of the cloud infrastructure and it may result in burden of the system operator. Therefore, in order to
maintain security functions by taking advantage of the cloud infrastructure, the authors propose a security
evaluation method to verify security functions automatically based on the modeled system conﬁguration and
the security standard by following the log analysis of the IT system in operation constructed on the cloud
infrastructure. They developed a support tool to assure that the system complies to the security standard,
Moreover, they could show the eﬀectiveness of the proposed method by experimental evaluation on the cloud
infrastructure.
Keywords: operation support, log analysis, security standard, cloud system
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1. はじめに

変更に追随し，変更のたびにセキュリティ評価を行う必要
がある．そのつど変更後のシステム構成を適切に解釈した

近年，サイバー攻撃の巧妙化により設計から運用に至る

うえで，具体的なセキュリティ機能への落とし込みと検証

までのセキュリティを考慮した IT システムが求められて

を行うことでセキュリティ標準に基づいたクラウドの運用

いる．そのため，業界団体や政府機関はセキュリティ標準

ができるが，手間がかかる．これは先に述べたクラウド基

への準拠を推奨している [1], [2]．IT システムがセキュリ

盤の利点を活かせないうえに，システム運用者の負担とな

ティ標準に基づいていることを設計段階において保証する

る場合がある．

ツールは検討されてきたが [3]，設計段階だけでなく運用段
階においても保証する必要がある．

そこで筆者らは，クラウド基盤の利点を活かしてセキュ
リティ機能を維持する目的としたセキュリティ評価方式を

設計段階から運用段階においても保証するために，IT シ

提案するとともに支援ツールとしてのシステムデザイン

ステムの運用を担うシステム運用者は，セキュリティ標準

チェッカを開発した．本論文の構成は，2 章では関連する

を読解したうえで IT システムを構築する各マシンの配置

研究およびツールと本研究との位置付けを述べ，3 章でリ

（以下，ネットワーク構成）とマシン内で動作するアプリ

アルタイムでのセキュリティ評価に関する課題とこれを解

ケーションの設定（以下，マシン構成）からなるシステム

決するための提案方式について述べる．4 章では本提案方

構成に適したセキュリティ機能に落とし込み，運用してい

式を実現するための検討を行い，5 章ではその実装に基づ

く必要がある．しかし，セキュリティ標準はあらゆる IT

いた評価，6 章では提案方式の有効性について言及した後，

システムに対応するために汎用的な記述となっている．セ

7 章でまとめを行う．

キュリティ標準の記述内容とシステム構成の対応付けをす
る能力を身に付けていないと，具体的な機能に落とし込み，
その機能が IT システムに適切に設定されていることを検
証するのは困難である．
その一方で，仮想マシンやネットワークなどの仮想資源
などの IT システムの基盤を提供するクラウドサービス（以

2. 関連する方式およびツール
設計段階から運用段階にかけてクラウドのセキュリティ
機能を維持するために，IT システムのライフサイクルの各
工程で適切なセキュリティ対策を行う必要がある [5]．こ
の目的に関連する研究は，以下のように分類できる．

下，クラウド基盤）上に構築した IT システム（以下，ク

1 つは，運用段階で IT システムの稼働状態を監視する

ラウド）の利用が普及しており，新規 IT システムの構築

提案やツールである．もう 1 つは，設計段階で IT システ

には，約 8 割の企業がクラウドの導入を検討している [4]．

ムの設計の妥当性を評価する提案やツールである．

今後も需要が増加すると予想されているクラウドもセキュ

以上の方式およびツールについてそれぞれ述べる．

リティ標準への準拠が必要となるが，以下に述べる問題が
ある．

2.1 稼働状態を監視する研究およびツール

クラウド基盤は仮想化技術によって必要に応じて仮想マ

運用段階で IT システムのセキュリティ機能を評価する

シンやインタフェースの追加などによるネットワーク構成

ため，ログの管理および解析から IT システムの稼働状態

の変更ができるという利点がある．たとえば，サーバへの

を監視する研究やツールが存在する．Ambre らは内部関係

負荷が増加したことをロードバランサが検知し，自動で仮

者から攻撃による脅威に対してログ解析による検知システ

想マシンを追加して負荷の分散ができる．一方で，セキュ

ムを提案している [6]．渡邊らや Söderström らは，運用時

リティ標準に基づいたセキュリティ機能の検証（以下，セ

のセキュリティ監視と監査を効率化するための管理システ

キュリティ評価）はシステム構成に依存するため，このよ

ムを提案している [7], [8]．また，IT システムの運用管理

うなシステム構成の変更にともない，設計時にはセキュリ

行うためのツールとして SIEM（Security Information and

ティ標準に準拠していても，新たなセキュリティ対策の不

Event Management）が注目されている．SIEM は，サーバ

備が発生する場合がある．運用段階では，ロードバランサ

やネットワーク機器，各種アプリケーションから収集した

から自動で仮想マシンが作成されるなど，システム運用者

ログを解析し，異常を管理者に知らせるツールで，問題が

の意図していないシステム構成の変更もあるため，構成の

発生した後の対応のためだけでなく，攻撃の予兆を発見す

1
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ることが期待されている．この SIEM の仕組みを取り入れ
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たツールが存在する [9], [10]．これらの研究やツールはリ
アルタイムで攻撃に対する局所的な問題に対応できるが，
全体の構成についての評価は困難である．本論文では，攻
撃を防ぐための予防としてシステム構成についてのセキュ
リティ評価を行う．そのためにログ解析を行うが，変化す
るシステム構成を解釈するために利用する．
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2.2 設計段階の妥当性評価の研究およびツール

2.3.2 課題 2：クラウドの構成変更に追随できない

設計段階で IT システムのセキュリティ機能を評価する

クラウド基盤は，運用段階でもシステム構成の変更を容

ためのモデル（以下，評価モデル）を用いて，IT システ

易に行えるという利点を持つが，この利点を活かすことで

ムをセキュリティポリシの観点からその妥当性の評価を

状況に合わせて構成を容易に変更できる．一方で，構成の

行う研究が存在する．Shaikh らは，クラウドのセキュリ

変更にともない新たなセキュリティ対策の不備が発生する

ティの強度を評価するための新たな評価モデルを提案して

場合があるため，セキュリティ機能の維持のために構成の

いる [11]．また Che らは，クラウドの主要なリスクをまと

変更が発生するたびに直後にセキュリティ評価を行う必要

めあげ，これらの問題を緩和するための評価モデルを提案

がある．しかし 2.2 節で述べたセキュリティ評価方式は設

している [12]．これらの研究は評価モデルに記述している

計段階での利用を想定しており，運用段階では，構成変更

IT システムに必要なセキュリティ対策の基本的な方針で

に追随した評価を行えない．そのためシステム運用者は，

ある要件（以下，セキュリティ要件）に基づいた評価を行

任意のタイミングでセキュリティ評価を行うが，短い周期

い，特に設計時の IT システムの構築に利用できる．しか

で評価を行わないと変更直後の評価を行うのは困難であ

し，利用者の任意のタイミングで評価を行うため，運用段

る．システム構成の変更が多いほどセキュリティ評価が必

階にはつねに評価モデルに準拠できている保証はない．本

要な機会が多くなるため，クラウド基盤の利点を活かしな

論文では，既存の評価モデルを利用しているが，システム

がらセキュリティ機能を維持することは定期的な評価が強

構成の変更に追随して自動でセキュリティ評価を行うた

いられ，必要のない手間がシステム運用者にかかる．

め，設計段階だけでなく運用段階においても，システムが

2.3.3 課題 3：セキュリティ評価に要する人の手間

セキュリティ標準に基づいていることが保証できる点が特

従来のセキュリティ評価は，評価基準となるセキュリ

徴となる．また，AWS（Amazon Web Services）のセキュ

ティ標準と評価対象となるシステム構成のモデル化が正し

リティチームによる知見や複数のベストプラクティスに基

く行えていることが前提になっている．クラウドのように

づいて IT システムの妥当性を自動で評価する技術として

大規模で複雑な IT システムを組むことが容易である一方

Amazon Inspector が存在する [13]．これは，本論文の提案

で，それらの漏れのないモデル化を行うためには，運用者

方式と同様の実装方式から，マシン構成を評価している．

の手間がかかることが容易に想像できる [14]．

本論文では，ネットワーク構成も考慮した評価を行えるこ
とが Amazon Inspector との大きな違いである．

3. 提案方式
3.1 セキュリティ評価の要件

2.3 既存の方式やツールの課題
2.1 節と 2.2 節で述べた既存の方式やツールにおいて，設

設計段階から運用段階にかけてクラウドのセキュリティ
機能を維持するためには，2.3 節で述べた課題に対応する

計段階から運用段階にかけてクラウドのセキュリティ機能

必要がある．その要件を以下に示す．

を維持することを目的とした場合，以下にあげる 3 つの観

3.1.1 要件 1：人に依存しないセキュリティ評価方式の明

点において課題が考えられる．

2.3.1 課題 1：人の知識に依存するセキュリティ評価

確化
運用段階でのクラウドのセキュリティ評価は，設計段階

セキュリティ標準に準拠したセキュリティ機能を持った

と運用段階においてシステム構成の差異が生じていること

クラウドのために，設計段階では 2.2 節で述べたような評

がある．そのため，設計段階のシステム構成を基にした評

価モデルに適したシステム構成を検証し，この設計を基に

価結果は，運用段階においても永続的に用いることができ

クラウドを構築する必要がある．しかし運用段階では，こ

ない．運用段階における正確なセキュリティ評価を行うた

のセキュリティ機能を維持するために，現行のクラウドの

めには，稼働中のシステム構成をシステム運用者の知識に

システム構成が評価モデルに適しているかのセキュリティ

依存しない形で生成できる必要がある．

評価を行う．しかし，システム構成の変更が容易に行える

3.1.2 要件 2：構成変更の追随

クラウド基盤の利点を活かすと，現行のシステム構成は設

クラウド基盤の利点である容易な構成変更がともなうシ

計段階のシステム構成とは異なる構成になる．2.1 節で述

ステム運用においてセキュリティ機能を維持するには，定

べたログから IT システムの稼働状態の監視を行っても，

期的なセキュリティ評価が必要で余分な手間がかかる．こ

局所的なデータのみしか得られないため，現行のシステム

の余分な手間を削減するためには，セキュリティ評価が必

構成は，システム運用者が解釈できている必要がある．し

要なシステム構成の変更直後のみにセキュリティ評価を行

かし，システム運用者の知識は人によって異なるため，解

えればよい．そのため，システム構成の変更に追随して，

釈も異なる場合がある．この解釈を適切に行えないと誤っ

構成変更の要素となるマシン構成とネットワーク構成の変

たセキュリティ評価を行ってしまう．

更を検知する必要がある．
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3.1.3 要件 3：セキュリティ評価の自動化
セキュリティ機能を維持していることをシステム運用者

様々な活動の記録が記されてあり，その中からアプリケー
ションの動作状況の変更を読み取り，マシン内の構成の変

が評価するためには，セキュリティ評価を行わなければ

更を検知する．

ならない．しかし，システム運用者の業務内容はセキュリ

(b) ネットワーク構成変更の検知

ティ評価を行うだけではないことは自明である [15]．また，

仮想マシンの追加や削除などに追随するために，仮想

クラウドの普及にともないシステム運用者は複数のクラウ

マシンの追加や削除などのネットワーク構成の変更をク

ドを管理する可能性もある．このような状況で，システム

ラウドの構成を管理する API（Application Programming

運用者の能力だけでセキュリティ評価を行うと，業務の多

Interface）を用いて検知する [17]．クラウドを構築する各

くをセキュリティ評価で占めてしまう場合がある．そのた

仮想マシンは，1 台のホストとなるマシンから作られたクラ

め，クラウドのセキュリティ評価を可能な限り自動化する

ウド基盤上に配置されている．そのため，ホストマシンか

必要がある．

らクラウド基盤の設定を読み込むことで，どの仮想マシン
がどこに配置されており，またどの仮想マシンとつながっ

3.2 要件を満たすためのアプローチ
クラウドのセキュリティ機能を維持するために，3.1 節

ているかを解釈できる．この設定を監視して，ネットワー
ク構成の変更を検知する．また，上記の (a) のアプローチ

で述べた要件を満たすアプローチを以下に述べる．

とあわせることで，システム構成の変更に追随するための

3.2.1 アプローチ 1：モデル化に基づくセキュリティ評価

マシン構成とネットワーク構成の変更を検知して，要件 2

システム構成の解釈をシステム運用者の知識に依存させ
ないため，指標となるシステム構成のモデル（以下，システ
ム構成モデル）を作成する．システム構成モデルは，業界

に対応できる．

3.2.3 アプローチ 3：セキュリティ評価のシステム化
クラウドにおけるセキュリティ評価を行うためにシステ

標準化団体 DMTF（Distributed Management Task Force）

ム運用者にかかる手間を削減するために，この評価を自動

が策定する CIM（Common Information Model）の概念を

で行う必要がある．そのため，各マシン構成からなるシス

基にして，システム構成上のマシンやアプリケーションな

テム構成モデルを評価モデルに適用して，適切なセキュリ

どの複数のオブジェクトの関連性を表現するモデルであ

ティ機能が設定されているかを検討させる．この評価モデ

る [16]．このシステム構成モデルに基づいて，システム構

ルへの適用に必要なマシン構成の基となるアプリケーショ

成の変更直後のシステム構成を解釈していく．そのため，

ンのデータを収集するために，解析を行うエージェントを

各マシンの構成を読み込み，必要なデータを収集する必要

設置する．マシン内のアプリケーションは設定ファイルの

があるが，システム構成モデルを作成するつど，すべての

記述を基に動作している．そのため，設定ファイルを読み

マシン構成を読み込むのは手間がかかる．そのため，シス

込み，マシンの IP アドレスやアプリケーションが利用す

テム構成に変更があれば，変更があったマシンのみを読み

るポート番号などの必要なデータを抽出することで，シス

直して，変更前のシステム構成モデルに差分を更新する．

テム構成モデルの基となるマシン構成を取得する．各マシ

変更があったマシンは，後述するアプローチ 2 のマシン構

ンから取得したマシン構成を統合することで，システム構

成変更の検知から特定できる．このマシンのマシン構成の

成モデルを作成することができる．

みを読み直して，手間をかけずにシステム構成モデルが現

また，アプリケーションは設定ファイルを基に動作する

行のものに更新されて要件 1 に対応できる．

が，正しく動作できているかは設定ファイルから得ること

3.2.2 アプローチ 2：システム構成変更の検知

はできない．そのため，プロセスの動作状態から設定ファ

システム構成の変更にともなってセキュリティ評価を行

イルどおりに正しく動作しているかの正当性を確認したう

うためには，システム構成の変更を検知することでシステ

えで，現行のシステム構成モデルを作成する．これを 2.2

ム構成の変更に追随する必要がある．システム構成に追随

節で述べたような評価モデルに適用することで，クラウド

したセキュリティ評価を行うためには以下に述べるように，

におけるセキュリティ評価が自動で行え，要件 3 に対応で

マシン構成とネットワーク構成を監視することで，システ

きる．

ム構成の変更を検知するアプローチを用いた．以下に，2
つのアプローチについて述べる．

(a) マシン構成変更の検知
仮想マシン単体の構成を監視することで，システム構成

3.3 提案方式の概要
3.2 節のアプローチからクラウドのセキュリティを維持
する仕組みとして，システムデザインチェッカを開発する．

の変更に追随する．アプローチとしては，マシン内のシス

アプローチ 1 では，運用管理ツールの OSSEC からクラウ

テム設定を変更した際に出力されるログを解析し，マシン

ド内の仮想マシンのデータをシステム運用者用の仮想マシ

構成の変更を検知する．このログにはアプリケーションの

ンに収集して，現行のシステム構成モデルを作成する．ま

起動や，スーパユーザでのログインなどのマシン内での

たアプローチ 2 では，クラウドのシステム構成の変更に追
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べた課題 1–3 が解決されることを評価するために，以下の
検証を行う．

4.1.1 検証 1：システム構成のモデル化
クラウドを PCI DSS に基づいて評価するために，シス
テム構成モデルを作成する．PCI DSS のセキュリティ要
件で，マシン構成では Web サービスを公開するサーバ（以
下，Web サーバ）と Web サーバで扱うデータを管理する
サーバ（以下，DB サーバ）
，各サーバの管理を行うサーバ
（以下，管理サーバ）とそれぞれのファイアウォール（以下，

FW）について規定されている．また，ネットワーク構成
では，外部ネットワークと DMZ，内部ネットワークの 3 種
図 1

セキュリティ評価の流れ

Fig. 1 Security evaluation process.

類のネットワークのゾーンに関して規定されている．以上
のセキュリティ要件を満たす Web システムをクラウド基
盤上に実装し，そのシステム構成モデルを作成できること

随して，変更箇所を特定する．マシン構成の変更であれば，

を検証する．具体的な実装については，4.2 節で後述する．

セキュリティ評価を行うためのトリガとする．ネットワー

4.1.2 検証 2：システム構成変更の追随

ク構成の変更であれば，システム運用者の誤操作による場

クラウドは容易にシステム構成を変更できる．この変更

合があるため，誤りがないかを報告する．またアプローチ

をトリガとしてセキュリティ評価を行う必要がある．シス

3 では，各仮想マシンに設置したモデルジェネレータ（以

テム構成の変更の要因は仮想マシン内のアプリケーション

下，MG）からシステム構成モデルの作成に必要な設定ファ

の設定が変わりマシン構成に変更があるか，仮想マシンが

イルのデータを読み込む．このシステム構成モデルと，セ

新たに追加や削除，移動してネットワーク構成に変更があ

キュリティ標準のセキュリティ要件を具体的な機能まで落

ることがあげられる．この 2 種類の変更を検知し，システ

とし込む評価モデルとを対応付けるナレッジベリファイア

ム構成の変更に追随できることを検証する．

（以下，KV）からセキュリティ評価を行いシステム運用者
に報告する．OSSEC と MG，KV の詳細は後述する．

4.1.3 検証 3：セキュリティ評価の自動化
PCI DSS に基づいたセキュリティ評価を自動で行う．そ

以上をまとめると，セキュリティ評価を行う流れは，図 1

のため，検証 2 のシステム構成の変更を検知し，システム

に示すとおりとなる．4 章では，このシステムデザイン

構成モデルが PCI DSS のセキュリティ要件を満たしてい

チェッカの実装について述べる．

るか評価する．この流れが自動で行えることを検証する．

4. 有効性の検証に向けた実装
本章では，3 章で述べたアプローチの実装について述べ
る．4.1 節では，3.3 節で述べた提案方式の有効性を評価す
るための方法について述べる．4.2 節では有効性を評価す
ることを目的とした具体的な実装について述べる．

4.2 システムデザインチェッカの実装
4.1 節で述べた検証を行うための実装を以下に述べる．
4.2.1 実装 1：現行のシステム構成のモデル作成機能
稼働中の Web システムから PCI DSS に基づいた評価を
行うためのシステム構成モデルを作成する．その Web シス
テムを構築するために，Hyper-V 6.2 を利用する．Hyper-V

4.1 有効性の評価法

はマイクロソフト社が提供する仮想化技術で，Windows

クラウド基盤上に複数の仮想マシンを配置し，仮想マシ

Server 2008 64 ビット版以降または Windows 8.0 以降の

ン内のアプリケーションの設定の変更や，仮想マシンの配

OS において無償で利用できる．また類似のツールと比べ

置を変更するなどのシステム構成の変更からセキュリティ

ても低コストで同等の性能を発揮するため，仮想化市場

評価が行えることを評価する．

で Hyper-V のシェアが高い [19]．Hyper-V のサポートす

本論文の実装ではセキュリティ標準として金融機関にお

るハードウェアがクラウド基盤にあたり，このハードウェ

いて策定されたセキュリティ標準の PCI DSS（Payment

ア内に仮想マシンと仮想スイッチ配置して図 2 に示すと

Card Industry Data Security Standards）を評価モデルと

おりの Web システムを構築する．

して利用する [18]．PCI DSS は，仮想環境で Web システ

Web サーバを DMZ に配置し，DB サーバを内部ネット

ムを提供することを想定しており，本論文のクラウドへ適

ワークに配置した．また，外部ネットワークとの通信と各

用するための方式に適切なセキュリティ標準である．した

仮想マシンの管理を行うルータの役割も担った管理サー

がって実装は，PCI DSS を評価することを目的としたシス

バを配置する．各仮想マシンでは，他の仮想マシンと通信

テム構成を実装する．PCI DSS の評価において 3 章で述

するポート以外のアクセスを FW でブロックする設定が
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表 2

システム構成のモデル

Table 2 Model of the system configuration.

図 2

Hyper-V に構築した Web システム

Fig. 2 Web system deployed on the Hyper-V.
表 1

テンプレートの構成

Table 1 Structure of the template.

がマシン内のログを収集しマネージャへ送信し，受け取っ
たログを解析するという流れとなる．また，OSSEC は利用
するための制約が少なく汎用性が高い．各仮想マシンから
データを収集するためには，通常では FTPS（File Trans-

fer Protocol over SSL/TLS）や SFTP（SSH File Transfer
Protocol）などの転送プロトコルを利用する．この方式で
は，管理サーバがデータを収集する仮想マシンを特定した
うえで仮想マシン上にあるログを収集する形態であるた
め，各仮想マシンに対して管理サーバからの通信を許可す
る必要がある．また，この方式は，各仮想マシンのログを
収集するプログラムを独自に実装する必要がある．
されている．また，四角の枠に囲われた InternetSwitch，

一方で，仮想マシンのデータを OSSEC のエージェント

Switch1，Switch2 が仮想スイッチとなる．仮想スイッチに

がマネージャにログを送る方式は，エージェントが一方的

接続した仮想マシンは，その仮想スイッチの属するネット

にマネージャに対してログデータを送信することから，マ

ワークのゾーンと通信できる NI が作成され，Internet の

ネージャから各仮想マシンに対する通信の許可を与える必

仮想スイッチを通して外部ネットワークと通信する．以上

要がない．また OSSEC は無償で，多くの環境下で汎用的

の PCI DSS のセキュリティ要件を満たす最低限の機能を

に利用できる実装がすでに行われている．以上に述べたと

持つ Web システムを構築した．

おり，仮想マシンに対して不必要な通信を許可せず，実装

各仮想マシンの OS やアプリケーションは仮想マシン間

の必要性もないことから，OSSEC を用いたログデータに

で統一されていることとし，OS は Ubuntu 14.04LTS を利

基づいて表 2 に示すとおりのシステム構成モデルを作成

用する．この OS を基にセキュリティ評価を行うためのア

する形態を採用した．

プリケーションを持ったテンプレートを作成した．テンプ

システム構成モデルは検証 1 で述べた PCI DSS のセキュ

レートは 2 種類で，通常に利用するエージェントとエー

リティ要件に対応しており，各仮想マシンの役割と FW の

ジェントの仮想マシンを管理し，セキュリティ評価の結果

設定，また配置されたネットワークのゾーンと仮想マシン

を受けるマネージャがある．構築した Web システムでは

間のつながりについて記述している．このシステム構成モ

管理サーバがマネージャにあたる．システム運用者は，テ

デルを用いてセキュリティ評価を行う．またシステム構成

ンプレートを基に Apache などのアプリケーションをイン

モデルは，OSSEC から収集されたデータを基に作成する

ストールして Web サーバなどの役割を持った仮想マシン

ため，OSSEC の認識しない仮想マシンが Web システム上

を作成していく．そのテンプレートの構成を表 1 に示す．

に存在する場合は，システムデザインチェッカが適用され

またシステム構成モデルを作成する基になる各仮想マシ
ンのデータを収集するために，本論文では SIEM の仕組み

ていない例外のマシンとして扱う．

4.2.2 実装 2：システム構成変更の検知機能

を導入したツールの 1 つである OSS の OSSEC を利用す

セキュリティ評価を行うためのトリガとなるシステム構

る [20]．OSSEC の基本的な構成としてマネージャとエー

成の変更を検知する．システム構成はマシン構成とネット

ジェントに分けられ，各マシンに設置されたエージェント

ワーク構成からなる．この 2 つの変更の検知方式を以下に
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述べる．

(a) マシン構成変更の検知
マシン構成の変更はログを解析することで検知する．ロ
グ解析は OSSEC で行えるため，これを利用して仮想マシ
ンを監視する．マシン構成は，利用するアプリケーション
の設定が基になるため，アプリケーションの動作の基にな
る設定ファイルと各ポートの利用状況を監視する．変更が
あればアラートとしてシステム運用者に通知されるため，
この通知をトリガにセキュリティ評価を行う．

(b) ネットワーク構成変更の検知
仮想マシンの配置に変更があると，OSSEC の認識を外
れるため，該当の仮想マシンを認識させるまでは例外のマ
シンとして扱われる．その例外となる仮想マシンを特定す
る．そのため，Web システムを構築する基盤となっている

Hyper-V の設定をホストマシン側で読み込み，Web シス

図 3

ナレッジベリファイアによる評価結果の例

Fig. 3 An example of an evaluation result by KnowledgeVerifier.

テムのネットワーク構成の変更のデータを管理サーバと共
有させる．共有は，ホストマシン上に変更したデータを提
供する Web サービスを作成し，管理サーバがアクセスす
る方式とする．設定の読み込みは，Windows のシステムの
管理を行える Windows Management Instrumentation（以
下，WMI）を利用する．設定は，仮想スイッチにつながっ
ている仮想マシンとその NIC の Mac アドレスをリストと
して取得して，XML ファイルで出力する．このファイル
を管理サーバの持つシステム構成モデルと照合して認識で
きていない仮想マシンおよび NIC を検知する．

4.2.3 実装 3：セキュリティ評価の自動化機能

図 4

PCI DSS の 4 階層モデル

Fig. 4 “Four-layers model” of the PCI DSS.

セキュリティ評価を行うためにシステム構成モデルに

の自然言語での記述を，具体的な機能に落とし込む．來村

沿ったシステム構成の解析と，PCI DSS のセキュリティ要

らは，自然言語のデータ化に関して，抽象的な表現を最上

件との照合を行う．その 2 つの機能を以下に述べる．

位層と置き，具体的な内容へと落とし込んだ階層構造を

(a) PCI DSS との照合
PCI DSS に基づいたセキュリティ評価を自動で行う．そ

持ったモデル化を提案している [21]．來村らのアプローチ
は，PCI DSS の基本的なデータ構造の考えに利用できる．

のため，設計段階においてシステム構成に PCI DSS に基

また，PCI DSS の記載内容をデータ化するにあたり，IT シ

づいたセキュリティ機能が設定されていることを検証でき

ステムのセキュリティ対策を検討するプロセス [22], [23] を

るようにするため著者らは先に，Web システムのセキュリ

参考にした．初めにすべてのセキュリティ要件を列挙し，

ティ評価を行う KV を開発した．これは Web システムの

これを実現するための方式（以下，実現方式）を選択する．

設計時に表 2 に示すシステム構成モデルを KV に入力する

次に，選択した実現方式に必要な動作条件や設定（以下，

ことで，PCI DSS との照合を行う．これにより得られる結

付随機能要素）を列挙して，これらがシステム構成上に適

果を図 3 に示す．入力されたシステム構成が外部ネット

用されているかを評価する．以上のプロセスを，図 4 に示

ワークから内部ネットワークの DB サーバへのアクセスは

すとおりの 4 階層モデルに適用させて，PCI DSS のセキュ

ブロックする，Web サーバは DMZ に配置するなどの PCI

リティ要件とシステム構成モデルを対応させた．

DSS のセキュリティ要件を満たせているかを合格か不合格

第 1 層では，PCI DSS のセキュリティ要件を格納する．

で表示する．これにより問題となる箇所を洗い出し，PCI

第 2 層では，第 1 層の要件に対応した IT システムに適用

DSS に基づいた検証を行うことができる．稼働中のクラウ

可能な実現方式を選択する．たとえば，セキュリティ要件

ドのセキュリティ評価も現行のシステム構成を入力すれば

である主体認証機能に対応できる実現方式として，ID/PW

行うことができる．

認証，生体認証などを格納する．このデータ構造を持つこ

またセキュリティ評価を行うためには，PCI DSS のセ

とにより，セキュリティ要件と実現方式の対応付けができ

キュリティ要件とシステム構成モデルを対応させる必要が

るようになる．第 3 層では，実現方式に対応した付随機能

ある．そのため，知識工学の先行研究を利用して PCI DSS

要素を格納する．たとえば，ID/PW 認証に対応する付随
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表 3

読み込むマシン構成

Table 3 Machine configuration to read.

表 4

FW の設定の読み込み

Table 4 Setting of the Fire Wall to read.

タグの最上位にあるゲートウェイアドレスの属するゾー
ンを外部ネットワークとし，Nat タグの転送ルールから同
一ネットワークへと転送しているかどうかで DMZ か内部
機能要素は，パスワードを保存する際に用いる暗号アルゴ

ネットワークかを判定する．パケットのフィルタリングお

リズムや，通信経路暗号化方式などを格納する．このデー

よび転送ルールは，パケットのプロトコル，送信元 IP アド

タ構造により，IT システムの実現方式の付随機能要素を表

レスとポート，送信先 IP アドレスとポート，転送先 IP ア

現できる．第 4 層では，システム構成モデル上に存在する

ドレスとポート，パケットの破棄や転送などのパケットへ

付随機能要素が PCI DSS のセキュリティ要件に基づいて

のアクションに関する 8 項目を抽出する．たとえば，管理

いることを判定する．以上の階層構造によって，PCI DSS

サーバの設定で外部ネットワークから tcp プロトコルの 80

のセキュリティ要件とシステム構成モデルとの対応付けが

番ポートにきたパケットを Web サーバへ転送するための

できる．

ルールは「-A PREROUTING -i 外部ネットワークに接続

また，取り扱う範囲は，開発した時点で最新版だった

する NI -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT -to-destination

PCI DSS バージョン 2.0 の FW に関する第 1 章と実現方

Web サーバの IP アドレス」と記述できる．このルールか

式の付随機能要素に関する第 2 章となる．また，PCI DSS

ら上記の 8 項目を表 4 に示すとおりに抽出できる．

のセキュリティ要件には，ドキュメントの作成や人員配置
などコンピュータリソースでないものに対する要求などの
付随機能要素として表現できない項目があり，非技術的項
目として評価の対象から除外した．

(b) システム構成の解析

以上のシステム構成モデルを作成し，KV の形式に基づ
いた入力を行うツールを MG とする．

5. 実装に基づいた検証
5.1 検証実験の概要

セキュリティ評価を行うためにシステム構成を解析して

4.1 節で述べた検証を行うために，図 1 に示す流れに沿っ

KV へ入力する．そのため，システム構成モデルに沿って

た実験を行う．検証 2 で述べたマシン構成とネットワーク

システム構成の基となるマシン構成を，各仮想マシンに設

構成の検知によって手順が異なるため，以下に述べる 2 種

置したエージェントから読み取り，これらを結合して XML

類の実験を行う．

形式で出力する．各マシン構成は，設定ファイルから表 3

5.1.1 実験 1：システム構成変更後のセキュリティ評価

に示すデータを読み込む．

DB サーバの MySQL の利用するポートを変更し，マシ

WebServer，SSH，Database タグはアプリケーションが

ン構成を変更する．検証 2 からこの変更を検知できるこ

動作していない場合があるため，該当するアプリケーショ

とを評価する．またマシン構成変更の検知から，検証 1 の

ンのプロセスが起動しており，設定ファイルどおりのポー

PCI DSS のセキュリティ要件に適した現行のシステム構

トを利用しているかを照合する．一致しない場合は，プロ

成モデルが作成できることを評価する．このシステム構成

セスが正常に動作していないためデータを出力しない．

モデルを基にセキュリティ評価を行い，検証 3 のシステム

各マシンで作成したファイルは，OSSEC のログに載せて

構成の解釈から，セキュリティ機能の検証までの流れが自

収集し，システム構成モデルに統合して表 1 に示すとおり

動で行えていることを評価する．

に KV へ入力する．仮想マシン間のつながりは，Bridge タ

5.1.2 実験 2：例外の仮想マシンの特定

グでは同じゲートウェイアドレスを持つ Bridget タグどう

4 章で構築した Web システムに新たな仮想マシンを

しを接続する．また，ネットワークゾーンの判別は bridge

Switch1 の DMZ に配置する．検証 2 から仮想マシンの追
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加によるネットワーク構成の変更を検知し，該当する仮想

フィルタリングの設定は変更前のままである．そのため，

マシンを特定できることを評価する．

変更後の MySQL の利用するポートへのパケットはブロッ
クされており，Web サーバから DB サーバにアクセスでき

5.2 実験結果

ないことが分かる．以上により，システム構成変更後のセ

5.1 節の検証実験を行った結果を以下に示す．
5.2.1 実験結果 1：マシン構成の変更

キュリティ評価を自動で行えて，検証 3 の検証事項を満た
した．

MySQL の利用するポートを変更した結果，管理サーバの
OSSEC のマネージャが図 5 に示すアラートを出力した．
変更前は 3306 番ポートを利用して動作していたが，変更

5.2.2 実験結果 2：ネットワーク構成の変更
Agent という名前の仮想マシンを作成した結果，管理
サーバで図 8 に示すとおりの通知を受けた．

後には 3307 番ポートを利用している．これにより，検証

Agent という仮想マシンの仮想スイッチの Switch1 とつ

2 のマシン構成の変更を検知した．このアラートから DB

ながった NI が新たに追加されたと記述されている．シス

サーバのマシン構成を読み直してシステム構成モデルを更

テム構成モデルには，この仮想マシンについて記述されて

新する．更新後のデータを図 6 に示す．

いないため，例外のマシンとして扱う．そのため，誤操作

Database のタグ内の port タグのデータが 3307 になっ

で作成していなければシステム構成モデルに追加するため

ており，現行のデータに反映されていることが分かる．こ

OSSEC のマネージャと通信する設定を更新する必要があ

れにより，PCI DSS のセキュリティ要件に適した現行の

る．以上により，検証 2 のネットワーク構成の変更を検知

システム構成モデルが作成され，検証 1 の検証事項を満た

し，変更のあった仮想マシンを特定した．実験結果 1 のマ

した．このシステム構成モデルを KV でセキュリティ評

シン構成変更の検知とあわせて検証 2 の検証事項を満た

価を行った結果を図 7 に示す．ID1001 の Web サーバが

した．

ID1002 の管理サーバを通して ID1000 の DB サーバの DB

以上の実験結果から，検証事項を満たしてすべての課題

にアクセスできないとある．この DB サーバの iptables の

を解決したため，目的としていた設計段階から運用段階に
かけてクラウドのセキュリティ機能を維持は，有効だと認
められる．

6. 考察
6.1 マルチレイヤによる検証を実施するために
5 章では，MG からシステム構成モデルを作成し，シス
テム運用者の知識に依存せずに PCI DSS のセキュリティ
要件に適したセキュリティ評価を行えたことを示した．一
方で MG が作成したシステム構成モデルは KV へ入力す
図 5

利用ポートの変更

るための形式であるが，マシンの内部から読み込んでいる

Fig. 5 Change of the using port.

ため，様々なデータを追加し，より詳細なシステム構成モ
デルを作成できる．また，KV で利用した 4 階層モデルは，
各々のセキュリティ要件に対応したデータを作成すれば，

PCI DSS 以外のセキュリティ標準に対しても，システム構

図 6

更新したシステム構成モデル（一部抜粋）

Fig. 6 Updated the System configuration model

図 8

仮想マシンの追加の検知

Fig. 8 Detection of addition of a virtual machine.

(excerpt a part).

図 7

セキュリティ評価の結果（一部抜粋）

Fig. 7 Result of the security evaluation.
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成モデルと対応づけられる．そのため，PCI DSS 以外のセ
キュリティ標準にも適用し，セキュリティ評価の新たな評
価項目として連携することを検討する．

6.2 大規模なクラウドでの構成変更の追随について
5 章では，3 台の仮想マシンで構築された Web システム
のシステム構成の変更に追随できた．一方で，クラウド基
盤を利用すれば数千台の仮想マシンからなる大規模な IT
システムも構築できる．このような環境においても，シス
テム構成の変更に追随するために各仮想マシン内のログを
解析する，またクラウド基盤にあたるハードウェアの設定
を読み込む処理は変わらない．そのため，この処理の負荷

図 9

実行時間の推移

Fig. 9 Change in an execution time.

に耐える性能があれば大規模なクラウドでも構成変更に追
随できると考えられる．

そのために，システム構成モデルを作成し，構成する仮想
マシンの台数を増加させたときのセキュリティ評価に要す

6.3 セキュリティ評価の自動化による付加価値
5 章では，システム構成を基にしたセキュリティ評価が

る実行時間を測定する．各仮想マシンは，Web サービス，

DB，SSH，FW の本論文で対応したすべての機能を有し，

自動で行えた．これにより，システム構成を変更した後で

100 台までの推移をたどる．以上の実験を 2 コア 4 スレッ

もセキュリティ機能の維持が行えるため，クラウドの規模

ドの CPU と 4 GB のメモリを搭載した環境で行った結果

を変えながらも攻撃を受けないための対策ができる．一方

を図 9 に示す．

で，システム構成を変更の要因はシステム運用者によるも

図 9 に示された関数は Microsoft Excel のグラフの近似

のだけでなく，攻撃により変更されることも考えられる．

曲線を求める機能により，実行時間の推移に最も近似する

そのため，変更を検知することで，システム運用者の操作

曲線を求めた．この関数にさらに台数を増加させた値をあ

による変更だけでなく，クラウドへの攻撃も検知できるよ

てはめると，200 台でおよそ 7 分，300 台でおよそ 20 分と

うになった．

なり 200 台程度の仮想マシンからなる規模であれば円滑な

6.4 システムデザインチェッカの利用形式について

果から，セキュリティ評価の計算量はおよそ O(N 5/2 ) と

セキュリティ評価が行えると考えられる．また，図 9 の結

4 章では，実際のクラウドに近い環境を構築した．クラ

なる．これは仮想マシンの台数の増加に対して，解析する

ウド事業者は Hyper-V を利用してハードウェアをクラウ

通信経路の組合せが累乗で増加するためである．より大規

ド基盤として提供する．また，システムデザインチェッカ

模な数千台の仮想マシンからなる環境に対応するには，シ

の利用対象であるシステム運用者はこのハードウェアにク

ステム構成の変更後の差分と関連する箇所のみでセキュリ

ラウド事業者の提供する専用のテンプレートを基に仮想マ

ティ評価を行うなど，解析における無駄を省く必要がある．

シンを配置してクラウドを構築していく IaaS の形式とな
る．この形式でクラウド事業者は，システム運用者の管理

7. おわりに

するクラウドのネットワーク構成のデータを提供する負担

筆者らは，クラウドがセキュリティ標準に基づいている

がかかる．しかし，ネットワーク構成は Hyper-V の設定

ことを，設計段階だけでなく運用段階においても保証でき

を読み込む程度の処理で取得できるため，特別な解析は必

るようにするためリアルタイムでの動的なセキュリティ評

要なく大きな負担とはならない．また，各仮想マシン内で

価として，システムデザインチェッカを開発した．その要

行われている処理まで読み込むことがないのでプライバシ

件を満たすために，ネットワーク構成とマシン構成からな

の大きな侵害にはなりえない．そのため，クラウド事業者

るシステム構成モデルからセキュリティ評価の自動化を実

は少ない負担でシステムデザインチェッカが適用できるク

現した．また，仮想マシン内でのログ解析によるマシン構

ラウド基盤をシステム運用者に提供できると考えられる．

成の監視とクラウド基盤となるハードウェアの解析による
ネットワーク構成の監視から，システム構成の変更に追随

6.5 セキュリティ評価の計算量について

し，動的に対応できるようになった．

5 章では，3 台の仮想マシンで構築された Web システム

セキュリティ評価を行うにあたって Fire Mon などの従

のシステム構成モデルを KV によって評価した．今後は大

来の構成管理ツールでも，ネットワークのゾーンを考慮し

規模な環境への適用を考えているため，セキュリティ評価

たルータ間の通信経路の解析を行うことができる [24]．し

がどの程度まで許容できる時間で実行できるかを検討する．

かし，パケットの送受信を行うアプリケーション間の通信
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までの解析には至っていない．システムデザインチェッカ

[17]

では，各仮想マシンにエージェントを設置して，各アプリ
ケーションの設定をモデル化した．これにより，クラウド

[18]

を構成する仮想マシンの台数が増加するにつれて複雑な組
合せとなるアプリケーション間の通信経路を解析し，ルー

[19]

タにぶら下がる各仮想マシンの問題点までを洗い出すこと
ができるようになった．
これにより，クラウドのセキュリティ維持の支援を行い，

[20]
[21]

運用におけるマンパワーの削減が望める．今後は，評価項
目の追加や実行時間の短縮を検討するとともに，精度の評
価をするための実環境での実験を今後の課題とする．
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