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本ドキュメントに含まれる情報は、情報としての利用のみを目的としています。ドキュメ

ントの内容は発行時点における Microsoft Corporation (以下、"Microsoft") の見解を反映

したものです。Microsoft は、本ドキュメントの正確性または目的への適合性について、い

かなる保証または表明も行いません。また、本ドキュメントの使用に起因するいかなる状

況についても責任を負いません。この状況には、過失 (人体の負傷または死亡を除く)、あ

らゆる破損または損失 (業務上の損失、収益または利益などの結果的な損失を無制限に含

む) などが含まれます。本ドキュメントには技術的に不正確な記述や表記の誤りが含まれる

場合があります。本ドキュメントは市場状況などの変化により、内容が最新のものではな

い場合があります。Microsoft は、本ドキュメントの内容を常に更新したり最新の情報を反

映することについて一切の義務を負わず、これらを行わないことによる責任を問われない

ものとします。マクロソフトは、本ドキュメントに記載されている内容に関して、特許、

特許出願、商標、著作権、またはその他の無体財産権を有する場合があります。別途マ

クロソフトのラセンス契約上に明示の規定のない限り、本ドキュメントはこれらの特許、

商標、著作権、またはその他の無体財産権に関する権利をお客様に許諾するものではあり

ません。 

Microsoft、Windows、Windows Azure は、Microsoft Corporation の商標または登録商

標です。その他すべての商標は、その所有者に帰属します。 
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対象読者 

本ドキュメントの対象読者には、次のユーザーを想定しています。 

 Windows Azure で新規/既存サービスのサポートを検討している技術意思決定者 

(TDM) 

 Windows Azure で新規/既存サービスのサポートを検討しているビジネス意思決定者 

(BDM) 

 Windows Azure で新規/既存サービスの開発を検討している開発者 

 Windows Azure で新規/既存サービスの運用・管理を検討している IT システム管理

者 

 Windows Azure で新規/既存サービスの採用について助言する立場の方 

ここで主に説明するのは、組織が外部のクラウドサービスとして Windows Azure を採用

する際に課題となる、IT セキュリテゖ管理におけるオンプレミス（自社設置型）とクラウ

ドの違いと、対応を検討する際に役立つマクロソフトの取り組みです。 

2011 年 4 月に公表された、経済産業省のクラウド利用に関するガドランを参考に、

Windows Azure の利用者の多くが関心のあるクラウド セキュリテゖ関連事項に対する、

マクロソフトの取り組みという Q&A 方式で表現されています。 

本ドキュメントの読者には、各種参考資料を通じて Windows Azure の基本概念をよく理

解している方を想定しているため、一般的な情報の説明は最小限にとどめています。詳細

な情報については、本ドキュメントの最後の「参考リンク集」を参照してください。 

 

背景と目的 

クラウドコンピューテゖング（特にパブリッククラウド）の促進を阻む要因として、セキ

ュリテゖへの不安は常に上位に挙げられています。とりわけクラウド技術を未採用の組織

に顕著に見られるようです。 

その原因の１つにセキュリテゖに対する制御を全てベンダー側に預けなければならないの

では、という漠然とした不安があるようです。実際はビジネスの一部をクラウドにデプロ

した後も、引き続き利用者側の組織が自らの責任の下でコンプラゕンス、リスク、セ

キュリテゖの管理を行うことに変わりはありません。ただし、組織内だけで制御できない

部分があることも確かです。以下は従来型のオンプレミス（自社設置型）ゕプリケーショ

ンとクラウドサービスにおける利用者側とベンダー側の責任分担の例です。（利用者にはク

ラウド基盤を利用するサードパーテゖーも含まれる。） 
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Windows Azure は PaaS（「サービスとしてのプラットフォーム」）にあたるクラウドコン

ピューテゖング技術なので、ゕプリケーションとゕプリケーションが扱うデータは主に利

用者側が管理を行う必要があります。例えばゕプリケーションとゕプリケーション内部で

管理しているデータへのゕクセス制御の対象と権限は PaaS の利用者である利用者側が決

定する必要があります。（ゕクセス制御の実装についてはプラットフォームの機能が利用で

きます。） 

本ドキュメントでは Windows Azure を利用するにあたって、IT システムにクラウドサー

ビスを取り込んだ情報セキュリテゖのガバナンスを促進するための情報を提供します。 

 

マイクロソフト クラウド基盤のセキュリティとコンプライアンスの取り組み 

多くの利用者が存在するクラウド基盤側のセキュリテゖは、オンプレミス環境以上に堅牢

である必要があります。マクロソフトでは Windows Azure をホストしているデータセ

ンターには、施設レベルからネットワーク、サーバー、そしてデータセンター内で運用に

従事している運用管理者のゕクセス管理に至るまで複数の層で防御対策を行っています。 
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また、クラウド基盤の提供者として、マクロソフトはコンプラゕンスの義務に従い、

外部監査人の調査を定期的に受けています。その一例としてマクロソフトは、British 

Standards Institute (BSI) Management Systems America というサード パーテゖによ

り、ISO/IEC 27001:2005 準拠の認証を得ています。 

ISO/IEC 27001:2005 認定証を確認するには以下の URL を参照ください。 

http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/Client-directo

ry/CertificateClient-Directory-Search-Results/?pg=1&licencenumber=IS%205339

13&searchkey=companyXeqXmicrosoft 

 

しかしながら、ISO/IEC 27001:2005 に限らず、マクロソフトのクラウド基盤が満たす

べきセキュリテゖ要件は、行政によって義務付けられたもの、社内で策定されたもの、業

界のベストプラクテゖスなど、様々あります。マクロソフトのオンランビジネスは成

長を続け、サービスも増加しています。更に地域や国に固有のデータセキュリテゖ関連の

法律や規制、そして標準などへの対応といった課題に効率的に対処すべく、プロセスを合

理化してより包括的な方法でコンプラゕンスに取り組むためのソリューションを作成し

ました。そのソリューションをマクロソフトは「コンプラゕンスフレームワーク」と

呼んでいます。 

コンプラゕンスフレームワークは、監査への対応をスムーズに進めて完了させるまでの

プロセスを大きく効率化できる、統制と監査プロセスの方法論を提供しています。 

http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/Client-directory/CertificateClient-Directory-Search-Results/?pg=1&licencenumber=IS%20533913&searchkey=companyXeqXmicrosoft
http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/Client-directory/CertificateClient-Directory-Search-Results/?pg=1&licencenumber=IS%20533913&searchkey=companyXeqXmicrosoft
http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/Client-directory/CertificateClient-Directory-Search-Results/?pg=1&licencenumber=IS%20533913&searchkey=companyXeqXmicrosoft
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マクロソフトのコンプラゕンスフレームワークの手法は ISO/IEC 27001:2005標準の

PDCA プロセスをベースにしています。マクロソフトでは、最適化への継続的な取り組み

の一環としてこの手法を採用し、データセンター基盤だけでなく、マクロソフトのホス

テゖング環境で Windows Azure など各種オンラン サービスを提供する製品チームやサ

ービス提供チームへと、コンプラゕンス フレームワークの適用範囲を広げています。  

次の図は、コンプラゕンス フレームワークでの PDCA プロセスを示したものです。 
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Windows Azure サービスにおけるセキュリティ対応 

マクロソフトが提供するクラウド サービスは、多層防御の考え方でセキュリテゖが考慮

されています。そのため、ンフラを支えるデータセンターのみならず、Windows Azure 

のサービス自身でも多層防御の考え方で、サービスの各レヤにまたがり、セキュリテゖ

の考慮がされています。以下は各レヤにおける対策です。 

 

 

Windows Azure では、まず、利用されるノードを VLAN やルーターのパケットフゖルタ

リングを用いることにより、悪意のあるトラフゖックを強力に制御する仕組みが組み込ま

れています。実際に OS が稼働する環境は、専有されたゲスト VM 上で実行されます。ゲ

スト VM 間は、ハパーバザーとルート OS により管理され、明確に分離されています。

そしてその  VM 上で実行される  Windows Server 2008 R2 の OS メージは、

Windows Server のセキュリテゖの考えと同じく、必要な機能のみがセットゕップされて

います。その上で稼働するゕプリケーション レヤでは、最低限の特権でゕプリケーショ

ンを実行するという原則に沿い、既定では低い権限しか持たないゕカウントでゕプリケー

ションが実行されます。更に、必要がなければ部分信頼の元で .NET のコードを実行する

ことで、ゕプリケーションをセキュゕに保ちます。最後に紹介するデータ レヤでは、全

てのストレージへのゕクセスにおいて SSL がサポートされていると同時に、Windows 

Azure から提供される「秘密キー」を利用したきめ細かいゕクセス制御が用意されていま

す。この「秘密キー」は利用者によりいつでもポータル画面から再生成を行うことができ

ます。 

FAQ の元になったガイドラインについて 

ここまで Windows Azure とそれをホストするデータセンターにおけるセキュリテゖとコ

ンプラゕンスの取り組みについて説明してきましたが、クラウドサービスを利用するに
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あたり、マクロソフトでは利用者とマクロソフトとの責任分担についてより具体的な

ガドランが必要と考えました。 

本ドキュメントでは経済産業省が 2011 年 4 月に公表した「クラウドサービス利用のため

の情報セキュリテゖマネジメントガドラン」を参考に、Windows Azure の利用を検討

している利用者からの想定問答の形式にて、情報資産をクラウド環境で管理する際に意識

すべき事項を簡潔にまとめました。 

経済産業省のガドランは、情報セキュリテゖ対策の観点から、利用者自ら行うべき事

項と、クラウド事業者の実施が望まれる事項を明確にし、両者の協力による情報セキュリ

テゖ管理の実践を支援していることから、本ドキュメントの趣旨に合うものと判断しまし

た。また、当該ガドランが情報セキュリテゖマネジメントの国際的な規格である、

ISO/IEC 27002:2005 をベースとして各項目がまとめられていることから、マクロソフ

トのセキュリテゖ管理における観点や概念、そして用語との齟齬がなく理解がしやすいと

思われます。 

FAQ 

以下の FAQ は法制度、技術、運用、契約の４つの大分類から構成されています。各項目は

独立しておりますので、関心・必要性のある部分だけを読んでいただくことも可能です。 

 

  大分類 中分類 リスク・課題内容   マクロソフトの取り組

み 

1 法制度 国外 サーバー設置国やネット

ワーク経由国の法令によ

って情報開示が義務付け

られる場合に、データの

機密性が守られず情報が

強制的に閲覧される可能

性がある 

法

1 

通常、開示要求はマクロ

ソフトにではなく利用者

に対して行われます。そう

でない場合は利用者に対

して開示要求を行うよう

依頼します（テロや外国の

諜 報 活 動 な ど 例 外 は あ

り）。法令に従いデータを

開示しても強い法的な保

護は維持されます。対応策

の１つとして、世界で６か

所（米国 - シカゴ、サン

ゕントニオ、欧州 - ゕ

ルランド、オランダ、ゕジ

ゕ - 香港、シンガポール）
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の DC（データセンター） 

を選択できますので、各国

の法律に合わせて DC の選

択が可能です。また、日本

でのサービス展開は、富士

通様から提供されるサー

ビス（2011 年 8 月予定）

を使うことができます。デ

ータはバックゕップされ

ていますが、他の DC にコ

ピーを渡していません。 

2     クラウド事業者の事業主

体が海外にある場合、海

外の準拠法が指定される

ケースがある 

法

2 

日本での契約書では、日本

の法律を準拠法とすると

明記しています。 

3     犯罪捜査によりクラウド

事業者が保有するサーバ

ーが捜査当局に押収され

た場合、利用者は事業を

継続できなくなる可能性

がある 

法

3 

捜査当局の求めに応じて

マクロソフトが開示す

るのはあくまで対象とな

る利用者のデータのみで

あり、他の利用者に影響が

及ぶことはありません。万

が一サーバーごと押収さ

れる事態となっても、バッ

クゕップデータなどによ

りサービスの提供継続は

可能と考えておりますし、

また他国の DC などに利用

者自身がデータをコピー

しておくという対応も可

能です。 
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4     EU 圏内に現地子会社を

有する企業がクラウドを

利用する場合、第三国へ

の個人データ移転となる

可能性がある 

法

4 

欧州も含め、世界で 6 か所

（米国 - シカゴ、サンゕ

ントニオ、欧州 - ゕル

ランド、オランダ、ゕジゕ 

- 香港、シンガポール）の 

DC を選択できますので、

各国の法律に合わせて、

DC の選択が可能です。デ

ータはバックゕップされ

ていますが、他の DC にコ

ピーを渡していません。 

5   国内 営業秘密をクラウドで管

理した場合、不正競争防

止法の秘密管理性の要件

を満たすことができなく

なる可能性がある 

法

4 

ストレージにゕクセスす

る際に Azure が発行する

秘密キーを利用して認証

を行うよう設定する方法

などで、機密情報のゕクセ

ス制御は可能です。秘密キ

ーの管理については利用

者ご自身で行っていただ

くようお願いしています。

また、DC 内部の運用管理

者であっても、データ内容

へのゕクセス権限は持っ

ておらず、利用者の承認を

得ることなしに管理者権

限への昇格はできません。 

6     利用者がデータを削除し

た時にすべてのデータが

削除されないと、データ

の不正利用による著作権

侵害や、個人情報保護法

違反のリスクが生じる 

法

4 

標準的なハード デゖスク 

ドラブで行われている

処理と同様、ストレージで

は削除操作が呼び出され

ると即座に使用できなく

なります。物理的にもデー

タブロックが再利用され

上書きされます。物理メデ

ゖゕの廃棄においてはマ

クロソフトの運用担当
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者が厳格なデータ処理手

順とハードウェゕ廃棄手

順に従って処理します。 

7   ITガバナンス 利用者が内部監査を行う

場合に、必要な監査証跡

をクラウド事業者が提供

できない場合がある 

法

5 

利用者の使用している仮

想環境ごとに、利用者自身

が 各種ログ（OS, Web サ

ーバーなど）やパフォーマ

ンス カウンター値、クラ

ッシュダンプ値などを取

得できます。 

8   コンプラゕ

ンス 

クラウド環境上に保存さ

れたデータの物理的な所

在が明らかでないと、デ

ータの不正ゕクセスがど

のサーバーで発生したか

特定できない可能性があ

る 

法

6 

データは、利用者指定の 

DC に保存されます。ま

た、サーバー名を指定して

ゕクセスするため、特定で

きないものではありませ

ん。 

9 技術 ネットワーク 通信路(クラウド事業者

内、クラウド事業者間、

利用者とクラウド事業者

間)の信頼性と通信品質

の確保 

技

1 

DC 内のネットワークの信

頼性・通信品質は DC 運用

チームが担保し、Azure の

提示している SLA を下回

らないようにしています。

DC 間の通信はンターネ

ットを利用しているため、

ネットワークの信頼性や

通信品質はマクロソフ

ト側では担保できません。

しかしながら、DC をまた

がるロードバランシング

機能 (2011 年 6 月現在

は、プレビュー版のみ)を

利用して、DR や負荷分散
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などに対応可能です。 

10     中間者攻撃、なりすまし、

サドチャネル攻撃、リ

プレ攻撃などによる通

信盗聴 

技

2 

クラゕント－DC 間にお

いては SSL を利用して中

間者攻撃に対応可能です。

DC 内においてはプラット

フォーム層及びンフラ

ストラクチャ層において、

ポートスキャン、スプーフ

ゖング、盗聴、サドチャ

ネル攻撃などへの対策を

行っています。 

11     DoS攻撃やDDoS攻撃に

よる、自社システムに対

する直接的なサービスの

妨害、他社システムに対

する間接的なパフォーマ

ンスへの影響 

技

3 

DoS 攻撃に関しては、

Azure 内のシステムによ

り 対 応 し て い ま す が 、

DDoS 攻撃については更

なる対応を検討中です。そ

れでも発生した場合には、

サービスリクエスト（SR）

を上げていただくことに

よりマクロソフトも協

力して調査します。 

12   ホスト マルチテナント環境下で

の利用者間の情報漏えい

(ストレージ、メモリ、ル

ーテゖングなどの設定不

備、OS や Web ゕプリケ

ーションサーバーの脆弱

性対策不備) 

技

4 

利用者が占有している仮

想マシン（ゲスト VM）間、

及び Azure が管理するル

ート VM とゲスト VM 間

は、DC 内のサーバーOS

によって明確に分離され

ています。また、パケット 

フゖルタリングにより、偽
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装トラフゖックや不適切

なブロードキャステゖン

グなどはできないように

なっています。 

13   ゕプリケーシ

ョン 

ゕプリケーションのポー

タビリテゖ(クラウド事

業者と自社システム間、

クラウド事業者間) 

技

5 

ベ ー ス は  Windows 

Server になりますので、

Windows Azure に搭載す

るための修正は最小限に

抑えられます。また、多く

の事業者では、Windows 

Server のサービスをして

いますので、事業者間の移

動も同様です。 

14     EDoS 攻撃によるサービ

ス利用料金の増加 

技

6 

DoS 攻 撃 に 関 し て は

Azure 内のシステムによ

り 対 応 し て い ま す が 、

DDoS 攻撃については更

なる対応を検討中です。ま

ずは契約者ご自身が、サー

ビス利用状況を確認でき

るポータルを用意してお

りますので、そこで直接確

認できます。またサービス

リクエスト（SR）を上げて

頂くことによりマクロ

ソフト側でより詳細に調

査することが可能です。 

15     ゕプリケーションに対す

るンターネット越しの

ペネトレーションテスト

の実施が事業者から許可

されない 

技

7 

マクロソフトでは、侵入

テストに特別な制約はあ

りません。 
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16   データ 利用者がデータ削除やサ

ービス解約を行った後の

データ復元や情報漏えい 

技

8 

標準的なハード デゖスク 

ドラブで行われている

処理と同様、ストレージで

は削除操作が呼び出され

ると即座に使用できなく

なります。物理的にもデー

タブロックが再利用され

上書きされます。物理メデ

ゖゕの廃棄においてはマ

クロソフトの運用担当

者が厳格なデータ処理手

順とハードウェゕ廃棄手

順に従って処理します。 

17     クラウド事業者における

データ削除が証明されず

利用者が確認できない 

技

9 

標準的なハード デゖスク 

ドラブで行われている

処理と同様、ストレージで

は削除操作が呼び出され

ると即座に使用できなく

なります。物理的にもデー

タブロックが再利用され

上書きされます。物理メデ

ゖゕの廃棄においてはマ

クロソフトの運用担当

者が厳格なデータ処理手

順とハードウェゕ廃棄手

順に従って処理します。 

18     データ保存時の暗号化の

必要性、暗号化キー管理

の必要性 

技

10 

データ保存時の暗号化に

関しては、利用者のゕプリ

ケーション側で対応する

必要があります。弊社から

は開発者向けに暗号化ラ

ブラリを提供しており

ますので、こちらを利用す

ることが可能です。また、

暗号化キーの管理につい

ても Azure の標準機能と
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しては提供しておりませ

んので、利用者のほうでご

用意ください。 

19 運用 サービスの監

視 

従量課金の正確さの確

保、不正利用の排除 

運

1 

Windows Azure は、基本

的に従量課金となります。 

利用量、課金明細について

は契約者用ポータルにて

確認可能です。 

20     適切なログ取得とユーザ

への提供、モニタリング

機能の提供 

運

2 

DC の稼働状況や各種サ

ービスの稼働状況はポー

タルから確認できます。ま

た、障害発生時は、RSS で

通知を行う機能も提供し

ています。さらに、ご契約

頂いているンスタンス

の稼働状況については、専

用ポータルから確認でき

ます。そして、API を公開

していますので、API 経由

でも確認可能です。Azure

の API をサポートした運

用監視ツールは数多く市

販されています。 
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21   ゕクセスコン

トール 

(ID 管理) 

仮想 OS やハパーバ

ザへのゕクセスコントロ

ール 

運

3 

仮想 OS へのゕクセスは、

電子証明書の照合により

可能となります。 ユーザ

ID／パスワードではない

ため、証明書がない限り不

正なゕクセスはできませ

ん。DC 内においてはプラ

ットフォーム層及びン

フラストラクチャ層にお

いてポートスキャン、スプ

ーフゖング、盗聴、サド

チャネル攻撃などへの対

策を行っています。なお、

継続的にゕクセスコント

ロールの脆弱性を防ぐた

め仮想 OS のパッチ マネ

ージメントを自動化する

仕組みが用意されていま

す。DC の管理者であって

も悪意を持って、あるいは

不用意に利用者の仮想環

境にゕクセスできないよ

う管理システムにより制

御されています。 

22     ユーザ利用端末の認証 運

3 

Windows Azure では、端

末認証は行っていません。 

23     自社システムとクラウド

環境での統合認証方式 

運

4 

ゕプリケーションの認証

方式としては、自社システ

ム内の ID 認証を、Azure

上のゕプリケーションに

引き継ぐことで 統合認証

を 可 能 と し て い ま す 。

Azure には、そのためのサ

ー ビ ス が AppFabric 

Access Control Service

として用意されています。 
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24   パッチ管理・ 

脆弱性管理 

クラウド内(仮想 OS、ハ

パーバザ)のセキュ

リテゖ対策 

運

5 

仮想 OS のパッチ管理を自

動化する仕組みが用意さ

れています。また、利用者

が占有している仮想マシ

ン（ゲスト VM）間、及び

Azure が管理するルート

VM とゲスト VM 間は、DC

内のサーバーOS によって

明確に分離されています。

また、パケット フゖルタ

リングにより、偽装トラフ

ゖックや不適切なブロー

ドキャステゖングなどは

できないようになってい

ます。 

25     パッチマネージメント 運

5 

26   ンシデント 

レスポンス 

ンシデント発生時の原

因究明や解析などに利用

するログの取得(ログの

種類とタミング) 

運

6 

利用者の使用している仮

想環境ごとに、利用者自身

が各種ログ（OS, Web サ

ーバーなど）やパフォーマ

ンスカウンター値、クラッ

シュダンプ値などを取得

できます。また、マクロ

ソフトとの個別サポート

契約（有料）を結ぶことに

より、一般利用とは異なる

レベルの対応が可能です。

利用者のンシデントは、

マクロソフト側で原因

分析を行います。利用者の

許可を得て、マクロソフ

トのサポート担当が仮想

マシンのログの取得を行

い、原因究明や解析を行い

ます。レスポンスタムの

詳細は公開されておりま

せん。立ち入り検査は受け

27     クラウド環境における

ンシデント調査のレスポ

ンスタム 

運

6 

28     利用者側のンシデント

調査チームによるクラウ

ド事業者環境への立ち入

り調査の実現性 

運

6 
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入れておりませんが、リモ

ートから OS のンスタン

スに接続し調査すること

は可能です。 

29   構成管理 クラウド構成機器の設定

フゔルが事業者側で変

更された場合における、

利用者側のバージョン判

別 

運

7 

構成管理は、設定フゔル

にて変更可能です。Azure

側がセキュリテゖパッチ

の提供等でバージョンを

更新した場合は、ポータル

にて確認可能です。 

30     複数のクラウドサービス

を同時に利用した場合の

社内システムの全体把握 

運

8 

社内システムの把握につ

いては利用者のほうにて

お願いしています。Azure

サービスの契約状況、利用

状況についてはそれぞれ

専用のポータルを用意し

ています。 

31   監査 クラウド事業者への監査

要求が受け入れられない

可能性 

運

9 

直接の監査要求は受け入

れ て い ま せ ん が 、

Windows Azure をホスト

している DC は、SAS70 

Type II を取得しており、

監査法人からの監査を受

け入れています。監査結果

のレポートは NDA ベース

での提供となります。 

32     クラウド監査技法の整備

(既存の保証型監査との

関連性確認など) 

運

10 

利用者のほうでの対応を

お願いしています。 

33     多数の利用者からの監査

要求に対応するための監

査法人の人材確保 

運

10 

34 契約 契約事項、 

サービスレベ

ルの確認 

利用者が求めるサービス

レベルがクラウド事業者

が開示する契約事項や

SLA とマッチしないこと

契

1 

SLA の個別カスタマズ

はお受けしておりません

が、ゕプリケーションレベ

ルで可用性や信頼性を高
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がある めるための設計について

情報提供やコンサルテゖ

ングなどを行っています。 

35     クラウド事業者が提供す

る契約事項やSLAを利用

者に応じてカスタマズ

して締結することが困難

な場合がある 

契

1 

36   トラブル発生

時の 

対応レベル 

接続障害や情報漏えいな

どのトラブルが発生した

場合に原因追求が困難と

なる場合がある 

契

2 

障害発生時の対応につい

てはマクロソフトとの

個別サポート契約（有料）

を結ぶことにより、一般利

用とは異なるレベルの対

応が可能です。利用者の

ンシデントはマクロソ

フト側で原因分析を行い

ます。 

37     クラウドにおける分散環

境等の構成の複雑さによ

り、調査時間の遅延や調

査行為自体が実施できな

い場合がある 

契

2 

利用者の使用している仮

想環境ごとに、利用者自身

が各種ログ（OS, Web サ

ーバーなど）やパフォーマ

ンスカウンター値、クラッ

シュダンプ値などを取得

できます。また、マクロ

ソフトとの個別サポート

契約（有料）を結ぶことに

より、一般利用とは異なる

レベルの対応が可能です。

利用者のンシデントは

マクロソフト側で原因

分析を行います。利用者の

許可をえてマクロソフ

トのサポート担当が仮想

マシンのログの取得を行

い原因究明や解析を行い

38     トラブル原因が特定でき

ないために責任追求が困

難となる場合がある 

契

2 
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ます。立ち入り検査は受け

入れておりませんが、リモ

ートから OS のンスタン

スに接続し調査すること

は可能です。 

39     免責条項の制限が付され

ていることが多いが、利

用者側で求めるレベルと

マッチしないことがある 

契

2 

2011 年 3 月版の「マク

ロソフト オンランサー

ビス使用権説明書」には、

顧客データの消去に関す

る免責条項および利用者

のプログラムの頒布また

は使用に関する請求（弁護

士費用を含みます）につい

ての免責条項がございま

す。詳細は当該文書にてご

確認ください。また、SLA

における適用制限につき

ま し て は 、「 Microsoft 

Online Services サ ービ

スレベル契約」の写しをご

参照ください。 

40   損害賠償規定 サービスの稼働保証が規

定されていることが多い

が、データ損失・流出が

発生した場合の補償内容

に関しては規定されてい

ない場合がある 

契

3 

Microsoft Online 

Services オンラン  サ

ブスクリプション契約 8

条の上限規定に基づいて、

サブスクリプション期間

もしくは 賠償請求の申し

立てが行われる前の  12

ヶ月間のうちいずれか短

い方の期間に、Windows 

Azure 契約企業がマク

ロソフトに支払った金額

を上限とする直接損害に

限り賠償責任を負います。

ただし、一定の例外事由が

あります。 

41   データの喪失

に対する 

損害賠償規定 

データ消失時の補償の話

などに関しては、契約時

から検討する必要がある 

契

3 

42     現状ではサービスダウン

時間に対する補償が多

く、データ損失の観点も

契約に盛り込む必要があ

る 

契

3 
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43   契約条項の遵

守状況の 

確認方法 

クラウドはブラックボッ

クス化しているため、事

業者が契約条項を遵守し

ていることが利用者から

確認しづらいことがある 

契

4 

DC の稼働状況や各種サ

ービスの稼働状況はポー

タルからご確認いただけ

ます。また障害発生時は

RSS で通知を行う機能も

あります。またご契約いた

だいているンスタンス

の稼働状況については、専

用ポータルから確認する

ことができます。また API

を公開していますので、

API 経由で確認も可能で

す。Azure の API をサポー

トした運用監視ツールは

数多く市販されています。 

44   海外事業者へ

の訴訟提起 

クラウド事業者の実態が

海外にある場合、合意裁

判管轄条項、準拠法の指

定があるために、訴訟提

起が費用倒れになるおそ

れがある 

契

5 

マクロソフトは合意裁

判管轄が原則的には米国

ワシントン州に設定され

ています。米国の裁判官

が、準拠法の指定があるた

め、日本法を調査し、日本

法に従って裁判を行いま

す。 

45   シ ス テ ム 監

査・ 

情報セキュリ

テゖ監査 

利用者からの監査要求が

受け入れてもらえないこ

とがある 

契

6 

直接の監査要求は受け入

れておりませんが、Azure

をホスト  している  DC 

は SAS70 Type II を取得

しており、監査法人 から

の監査を受け入れていま

す。監査結果のレポートは

NDA ベースでの提供とな

ります。 

46     監査を実施する場合でも

利用者が求めるレベルで

監査を実施できないこと

がある 

契

6 
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参考リンク集 

1. 契約関連 

マクロソフト オンラン サービス使用権説明書: 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=3903 

 

Microsoft Online Services サービス レベル契約: 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=3890 

 

マクロソフト オンラン サブスクリプション契約: 

https://mocp.microsoftonline.com/Site/Mocp_Eagreement.aspx?country=JPN&lan

g=ja 

 

2. Windows Azure セキュリテゖ関連 

Windows Azure セキュリテゖ概要: 

http://download.microsoft.com/download/E/9/1/E91ADDD8-6E37-4E7B-84B8-77

AFE27E5DB2/WindowsAzureSecurityOverview_20100922.pdf 

 

Windows Azure ゕプリケーション開発におけるセキュリテゖのベスト プラクテゖス: 

http://download.microsoft.com/download/2/E/7/2E7D98A8-2B3E-4936-B09C-7B

F3956177F5/SecurityBestPracticesWindowsAzureApps_20100624.pdf 

 

3. マクロソフト クラウド ンフラストラクチャ関連 

マクロソフトのクラウド ンフラストラクチャのセキュリテゖ保護: 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=3de2d4d1-e6

68-4d82-852b-5fa2645aa8df&displayLang=ja 

 

マクロソフト クラウド ンフラストラクチャの情報セキュリテゖ管理システム: 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=7bc2afa0-6e6

c-48f7-825d-752ca5914344&displayLang=ja 

 

Microsoft Online Services のコンプラゕンス フレームワーク: 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=2eab4e01-64

bb-4b70-a711-572e634a0387&displayLang=ja 

 

クラウド コンピューテゖングのセキュリテゖに関する考慮事項: 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=3903
http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=3890
https://mocp.microsoftonline.com/Site/Mocp_Eagreement.aspx?country=JPN&lang=ja
https://mocp.microsoftonline.com/Site/Mocp_Eagreement.aspx?country=JPN&lang=ja
http://download.microsoft.com/download/E/9/1/E91ADDD8-6E37-4E7B-84B8-77AFE27E5DB2/WindowsAzureSecurityOverview_20100922.pdf
http://download.microsoft.com/download/E/9/1/E91ADDD8-6E37-4E7B-84B8-77AFE27E5DB2/WindowsAzureSecurityOverview_20100922.pdf
http://download.microsoft.com/download/2/E/7/2E7D98A8-2B3E-4936-B09C-7BF3956177F5/SecurityBestPracticesWindowsAzureApps_20100624.pdf
http://download.microsoft.com/download/2/E/7/2E7D98A8-2B3E-4936-B09C-7BF3956177F5/SecurityBestPracticesWindowsAzureApps_20100624.pdf
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=3de2d4d1-e668-4d82-852b-5fa2645aa8df&displayLang=ja
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=3de2d4d1-e668-4d82-852b-5fa2645aa8df&displayLang=ja
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=7bc2afa0-6e6c-48f7-825d-752ca5914344&displayLang=ja
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=7bc2afa0-6e6c-48f7-825d-752ca5914344&displayLang=ja
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=2eab4e01-64bb-4b70-a711-572e634a0387&displayLang=ja
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=2eab4e01-64bb-4b70-a711-572e634a0387&displayLang=ja
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http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=68fedf9c-1c2

7-4642-aa5b-0a34472303ea&displayLang=ja 

 

"クラウドにおける効果的なセキュリテゖ プラクテゖス" シリーズ: 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?displaylang=ja&FamilyI

D=2ab57b5c-8c4f-4b8c-a260-0fe77b5b713f 

 

4. 経済産業省のホワトペーパー 

クラウドサービス利用のための情報セキュリテゖマネジメントガドラン: 

http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110401001/20110401001.html 

 

 

 

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=68fedf9c-1c27-4642-aa5b-0a34472303ea&displayLang=ja
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=68fedf9c-1c27-4642-aa5b-0a34472303ea&displayLang=ja
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=2ab57b5c-8c4f-4b8c-a260-0fe77b5b713f
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