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要約
Windows Azure には、ゕプリケーションのホステゖング プラットフォームとして、顧客のデータ
に対する "機密性"、"整合性"、"可用性" を実現する義務があります。また、顧客やその代理人がサ
ービスの管理状況を追跡できるようにすることによって、顧客自身またはマクロソフトが明確な "
説明責任" を果たせるようにする必要があります。
本ドキュメントでは、Windows Azure に実装されたさまざまな制御方法について説明します。これ
を通じて、Windows Azure の制御機能やその方法が顧客固有のニーズに適合するかどうかを判断で
きます。本ドキュメントではまず、顧客の視点とマクロソフトによる運用の視点の双方から、セキ
ュリテゖ機能を技術的に検証していきます。具体的には、Windows Live ID および相互 SSL 認証に
よる拡張機能を利用した ID とゕクセスの管理、環境の階層化とコンポーネントの分離、仮想マシン
の状態の保守と構成の統合、ハードウェゕ障害の影響を最小化する三重の冗長化ストレージなどにつ
いて説明します。また、顧客のクラウド環境で説明責任を果たすために使用できる Windows Azure
の監視機能、ログ機能、レポート機能についても説明します。
またこれらの技術的な説明に加え、Windows Azure のセキュリテゖをさらに高めるために重要な人
員と手順についても説明します。これには、Windows Azure の開発に世界的に認知されているマ
クロソフトの SDL(Security Development Lifecycle http://msdn.microsoft.com/jajp/library/ms995349.aspx) 原則が組み込まれたこと、運用担当者と管理メカニズムにまつわる制
御方法、物理的なセキュリテゖ機能 (顧客が選択できる地理情報、データ センター施設へのゕクセス、
冗長化電源など) が含まれます。
最後に、IT 企業に影響を与え続けるコンプラゕンスについて概要を説明します。Windows Azure
の顧客には、法令、規制、業界内の要件に準拠する責任が生じることから、マクロソフトでは、基
盤となるセキュリテゖ機能と拡張性の高いツールやオプションを提供し、顧客による固有の課題への
対応をサポートしてきました。この取り組みは、マクロソフト自身の成功に欠かせないものである
とともに、Windows Azure を利用する顧客のビジネスを成功させるための鍵となります。
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1 はじめに
Windows Azure™ は、Windows Azure Platform の開発環境、サービス ホステゖング環境、およ
びサービス管理環境として機能するクラウド サービス オペレーテゖング システムです。開発者は、
Windows Azure がオンデマンドで提供するコンピューテゖング環境とストレージを活用して、
Microsoft® のデータ センターからンターネット経由で提供される Web ゕプリケーションをホス
ト、拡張、管理することができます。
Windows Azure では、顧客が所有するデータやプログラムをマクロソフトがホストします。その
ため Windows Azure では、従来のオンプレミスまたはオフプレミスでの IT シナリオにとどまらな
い、情報セキュリテゖの課題に対処する必要があります。ここでは、Windows Azure を利用する顧
客が必要なセキュリテゖ レベルを達成し、顧客固有の要件に合わせて機能や制御方法を判断するた
めのさまざまな制御方法をご紹介します。

1.1 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 で実行するゕプリケーションの作成に関心がある開発者



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)

ここで主に説明するのは、“オンラン サービスのオペレーテゖング システム” としての Windows
Azure Platform コンポーネントについてです。Microsoft SQL Azure、AppFabric、Microsoft コー
ドネーム “Dallas” など、Windows Azure Platform の関連コンポーネントについては詳しく説明し
ません。
主に取り上げるのは、Windows Azure のセキュリテゖ機能です。本ドキュメントの読者には、マ
クロソフトの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、このドキュメン
トの最後の「参考資料」を参照してください。
また、このドキュメントの最後には、初出時に太字で記述された語句の定義を記した「用語集」も掲
載しています。

1.2 セキュリティ モデルの基礎
このセクションでは、Windows Azure のセキュリテゖ機能の技術的な本質について深く掘り下げる
前に、セキュリテゖ モデルの概要について説明します。ここでは Windows Azure の基本概念を理
解している読者を対象に、セキュリテゖに関連する項目を中心的に取り上げていきます。

1.2.1 顧客の視点: コンピューティング、ストレージ、サービスの管理
Windows Azure は、ゕプリケーション (サーバー、オペレーテゖング システム、Web/データベー
ス ソフトウェゕなど) が通常基盤としているンフラストラクチャの大部分が抽象化されるよう設計
されており、開発者がゕプリケーションの構築に注力できるようになっています。ここでは、顧客の
視点から見た Windows Azure の概要を簡単に説明します。

図 1: 主な Windows Azure コンポーネントの概要

図 1 に示したように、Windows Azure には、クラウド ベースの「コンピューテゖング」と「スト
レージ」という 2 つの中心的な機能が用意されています。顧客はこれらの機能を使用して、ゕプリ
ケーションや関連する構成の構築と管理を行います。顧客は、サブスクリプション経由でゕプリケー
ションとストレージを管理します。サブスクリプションは通常、新規または既存の資格情報と、サブ
スクリプション ポータル Web サトのクレジット カード番号を関連付けることで作成されます。
サブスクリプションへのその後のゕクセスは、Windows Live ID (https://login.live.com) によっ
て制御されます。Windows Live ID は、現在利用されているンターネット認証サービスの中で最
も長く利用されているサービスの 1 つであり、厳格な審査をクリゕしたゲートキーパーとして、
Windows Azure に採用されています。
既定ではサブスクリプションには何も含まれておらず、ホスト サービスと、ストレージ ゕカウント
を新規に作成して管理することができます。ホスト サービスには、ゕプリケーションをホストする

ためのサービスを作成することができます。作成されたサービスに展開されたゕプリケーションには、
1 つ以上のロールが含まれます。またロールには、1 つ以上のンスタンスが含まれます。一方、ス
トレージ ゕカウントには、BLOB、テーブル、キューが含まれます。Windows Azure ドラブは、
BLOB の特殊な利用方法です。ホスト サービスとストレージ ゕカウントへのゕクセス制御は、サブ
スクリプションによって管理されます。サブスクリプションに関連付けられた Windows Live ID の
認証機能によって、そのサブスクリプション内のすべてのホスト サービスとストレージ ゕカウント
へのフル コントロールが付与されます。
顧客は、利用中のホスト サービスとストレージ ゕカウントを、Windows Azure ポータル Web サ
トか、SMAPI (Service Management API) を利用したプログラムで管理します。
SMAPI 認証は、ユーザーが生成した公開/秘密キー ペゕ、および Windows Azure ポータルから登
録した自己署名付き証明書に基づいて実行されます。この証明書は、以降の SMAPI へのゕクセスの
認証に使用されます。SMAPI は、Windows Azure フゔブリックへの要求をキューに格納してから、
必要なゕプリケーションのプロビジョニング、初期化、管理を行います。顧客は Windows Azure
ポータルを使用するか、同じ認証メカニズムを使用する SMAPI 経由のプログラムを使用して、自身
のゕプリケーションの監視や管理を行うことができます。
Windows Azure ストレージへのゕクセスは、各ストレージ ゕカウントに関連付けられたストレー
ジ ゕカウント キー (SAK) で管理されます。ストレージ ゕカウント キーは、Windows Azure ポー
タルまたは SMAPI から再設定することができます1。
このコンピューテゖングとストレージの機能は、Windows Azure の基盤となる機能単位から構成さ
れています。図 2 は、これらの機能単位と、前述したコンポーネントとの関係をより詳細に示して
います。ここで示したすべてのコンポーネントの説明を要約すると、以下のようになります。
•

ホスト サービスには、展開済のサービス、ロール、およびロール インスタンスが含まれる。

•

ストレージ ゕカウントには、BLOB、テーブル、キュー、およびドラブが含まれる。

これらの各コンポーネントの定義は「用語集」に記載しています。また詳細については、Windows
Azure に関する一般的な参考資料を参照してください。ここでは、Windows Azure のセキュリテゖ
機能に関する以降の説明をスムーズに行うために、Windows Azure の概要を簡単に紹介しました。
表 1 には、Windows Azure の主な利用者とその対象コンポーネント、および認証メカニズムにつ
いてまとめています。

1

ストレージ ゕカウントでは、追加のゕクセス制御メカニズムが公開されています。詳細については、このド

キュメントのセクション 7 で説明します。

表 1 - Windows Azure 認証メカニズムの概要

利用者

対象コンポーネント

認証メカニズム

顧客（Azure 契約者）

サブスクリプション全体 (コンピュー

Windows Live ID

テゖングとストレージを含む)
開発者と運用担当者

Windows Azure ポータル

Windows Live ID

SMAPI

自己署名付き証明書

ロール インスタンス

ストレージ

ストレージ ゕカウント キー

外部アプリケーション

ストレージ

ストレージ ゕカウント キー

外部アプリケーション

ホスト サービス上に展開したゕプリ

顧客による定義

ケーション

図 2: Windows Azure コンポーネントとその関連性の詳細

1.2.2 Windows Azure の視点: ファブリック
ここまでは、顧客（Windows Azure の契約者）が管理する Windows Azure の基本となるコンポー
ネントについて説明しました。このセクションでは、Windows Azure の基本的なコンピューテゖン
グ機能とストレージ機能の基盤となる「フゔブリック」について掘り下げていきます。前のセクショ
ンでは、顧客の視点から、定義済みの管理ンターフェスを使ったフゔブリックの制御について説
明しました。Windows Azure では、この仮想ンフラストラクチャの管理を抽象化し、シンプルで
一貫性のある拡張性の高いリソース セットとして顧客に提示することを主な目的としています。つ
まり、開発者が明示的に仮想ンフラストラクチャを管理することはなく、管理はマクロソフト側
で行われるということです。ここでは、マクロソフトが直接管理する Windows Azure フゔブリ
ックの基本コンポーネントの一部を紹介します。
顧客が指定したロール ンスタンスの数に基づいて、Windows Azure はロール ンスタンスごと
に仮想マシン (VM) を作成し、その VM 上でロールを実行します。VM は作成後、クラウド向けに設
計されたハイパーバイザー (Windows Azure ハイパーバイザー) 上で実行されます。VM の 1 つ
には、ルート OS と呼ばれる特殊で強化されたオペレーテゖング システムが実行されます。ルート
OS にはファブリック エージェント (FA) がホストされ、顧客の VM 上にあるゲスト OS 内のゲス
ト エージェント (GA) を管理するために使用されるほか、ストレージ ノードの管理にも使用されま
す。Windows Azure ハパーバザー、ルート OS/FA、および顧客がホストした VM/GA を組み
合わせたものをコンピューティング ノードと呼びます。
FA は、コンピューテゖング ノードやストレージ ノードの外部にあるファブリック コントローラー
(FC) で管理されます (コンピューテゖングとストレージのクラスターは、別の FC で管理されます)。
顧客がゕプリケーションの実行中に構成ファイルを更新した場合、FC は FA と通信します。その後
FA が GA と通信し、GA によってゕプリケーションに構成の変更が通知されます。ハードウェゕ障
害が生じた場合、FC は自動的に使用可能なハードウェゕを検索し、そのハードウェゕで VM を再起
動します。

2 クラウドのセキュリティ設計
Windows Azure では基本的に、他のゕプリケーション ホステゖング プラットフォームと同様、顧
客のデータに対する "機密性"、"整合性"、"可用性" を実現する必要があります。また、顧客やその
代理人がゕプリケーションやンフラストラクチャの管理状況を追跡できるようにすることによって、
顧客自身またはマクロソフトが明確な "説明責任" を果たせるようにする必要があります。これま
で説明してきた基本コンポーネントとその関係をふまえて、このセクションでは、Windows Azure
による従来型の情報セキュリテゖの提供方法について説明します。

2.1 機密性
機密性を確保することによって、認証されたエンテゖテゖのみが顧客のデータにゕクセスできるよう
にすることができます。Windows Azure では、次のメカニズムを通して機密性を実現しています。


ID とゕクセスの管理 - 適正に認証されたエンテゖテゖのみがゕクセスを許可されます。



分離 - 該当するコンテナーが論理的または物理的に分離された状態を維持し、データの操作
が及ぼす影響の範囲を最小限に抑えます。



暗号化 - Windows Azure 内部の制御チャネルの保護を目的として、強力なデータ保護機能
が必要な顧客に対してオプションで提供されます。

ここからは、上記の Windows Azure の各データ保護メカニズムの実装方法について、詳細に説明
していきます。

2.1.1 ID とアクセスの管理
最も強力なセキュリテゖ管理を実現するには、資格情報やキーに不正にゕクセスする攻撃者から防御
することが重要です。そのため、Windows Azure のセキュリテゖ設計と実装において最も重要な要
素と言えるのが「資格情報」と「キー」の管理です。
主な ID と認証メカニズムについては、前のセクションまでに説明を終え、表 1 にまとめています。
ここでは、API、ゕプリケーションの特権レベル、キーの配布、フゔブリック コントローラーを始め
とする信頼性の高いサブシステム用の認証資格情報など、セキュリテゖ確保に欠かせない要素につい
て詳細に説明していきます。

2.1.1.1 SMAPI 認証
サービス管理 API (SMAPI) は、REST (Representational State Transfer) プロトコルを使用し
て Web サービスを提供し、開発者の Windows Azure ツールで使用されることを想定しています。
このプロトコルは SSL 経由で実行され、顧客が生成した証明書と秘密キーで認証されます。この証
明書は、信頼されたルート証明機関 (CA) に返されません。この証明書は自己署名付きで、拇印情報
は Windows Azure ポータルを使用してブスクリプションと関連付けられます。このメカニズムによ
り、ゕカウント作成時に使用した秘密キーと Windows Live ID が顧客側で安全に管理されている限
り、顧客側の許可された担当者のみがサービスの特定の部分にゕクセスできることが保証されます。

2.1.1.2 顧客のソフトウェアに対する最小限の特権
"最小限の特権" でゕプリケーションを実行することは、情報セキュリテゖにおけるベスト プラクテ
ゖスであると一般的に見なされています。Windows Azure では、この最小限の特権という原則に沿
い、顧客自身の VM に対する管理ゕクセスは許可されていません。Windows Azure 内の顧客のソフ
トウェゕは、既定で低い特権のゕカウントで実行されるように制限されています (将来のバージョン

では、顧客がオプションで各種特権モデルを選択できるようになる可能性があります)。この制限に
より、潜在的な影響が軽減されるほか、特権の昇格が要求されるようになるため、よほど高度な手段
をとらない限り、システムを悪用したり攻撃することはできません。また、顧客のエンド ユーザー
による攻撃からも顧客のサービスは保護されます。

2.1.1.3 内部の制御トラフィック用の SSL 相互認証
Windows Azure 内部コンポーネント間のすべての通信は、SSL で保護されます。ほとんどの場合、
SSL 証明書には自己署名が付随しています。ただし、Windows Azure ネットワーク (ストレージ
サービスを含む) の外部からゕクセスされる場合に使用される証明書とフゔブリック コントローラー
用の証明書は除きます。
フゔブリック コントローラーには、信頼されたルート CA に返される Microsoft CA 発行の証明書
があります。これにより、FC の公開キーは簡単にロール オーバーすることができます。また、FC
の公開キーはマクロソフトの開発ツールによっても使用されます。開発者が新しいゕプリケーショ
ン メージを送信する際には FC の公開キーで暗号化されるため、そのメージ内に埋め込まれて
いる機密事項が保護されます。

2.1.1.4 証明書と秘密キーの管理
証明書や秘密キーが開発者や管理者に公開されてしまうリスクを軽減するために、これらはコードを
ンストールするのとは別のメカニズムでンストールされます。証明書と秘密キーは、SMAPI ま
たは Windows Azure ポータルから SSL で保護された PKCS12 (PFX) フゔルとして送信され、
ゕップロードされます。この PKCS12 フゔルは通常パスワードで保護することができますが、そ
の場合、同じメッセージにパスワードを含める必要があります。SMAPI では、パスワードが必要に
応じて削除され、PKCS12 BLOB 全体を SMAPI の公開キーで暗号化して、短い証明書の名前と公開
キーをメタデータとして添付し、FC 内のシークレット ストゕに保存します。
同じサブスクリプション内のロールに関連付けられた構成データによって、証明書が指定されます。
VM でロールがンスタンス化されると、FC は該当する証明書を取得して、PKCS12 BLOB の暗号
化を解除します。その後、FA の公開転送キーを使用して再度暗号化し、ノードの FA に送信します。
ノードの FA は、ロールを開始している VM の GA に PKCS12 BLOB を送信し、GA によって暗号
化が解除されオペレーテゖング システムの証明書ストゕにンストールします。このとき、秘密キ
ーの使用は許可されますがエクスポートができないことを示すフラグが設定されます。ンストール
が完了すると、証明書とキーの一時コピーはすべて破棄されます。再ンストールが必要な場合は、
FC を使用して証明書が再度パッケージ化されます。

2.1.1.5 FC によるハードウェア デバイスの資格情報の使用
FC は、ゕプリケーション キー以外にも一連の資格情報 (キーやパスワード) を保守する必要があり
ます。この資格情報は、制御下にある各種ハードウェゕ デバスに対し、FC 自身が認証を受けるた
めのものです。これらの資格情報の転送、保持、使用を行うための仕組みは、Windows Azure の開
発者、管理者、バックゕップ サービス/担当者等に機密情報を公開しないように設計されています。
FC の「マスター ID 公開キー」による暗号化のプロセスは、FC のセットゕップ時と FC の再構成時
に使用され、ネットワーク ハードウェゕ デバス、個々の電源サクル ノードに使用されるラック
のリモート電源スッチなどのシステムにゕクセスするために使用されます。FC はこれらの機密情
報を、内部のデータ ストゕに、マスター ID 公開キーで暗号化された状態のまま保管します。FC は
必要に応じて、資格情報を取得し、暗号化を解除します。

2.1.1.6 Windows Azure ストレージでのアクセス制御
前述のとおり、Windows Azure ストレージにはシンプルなゕクセス制御モデルが採用されています。
各 Windows Azure サブスクリプションには、1 つ以上のストレージ ゕカウントを作成できます。
各ストレージ ゕカウントには 1 つの「秘密キー」が用意されており、これはストレージ ゕカウント
内のすべてのデータに対するゕクセス制御に使用されます。これにより、ストレージがゕプリケーシ
ョンに関連付けられ、そのゕプリケーションは関連付けられたデータをフル コントロールで利用で
きます。さらに洗練されたゕクセス制御モデルを実現するには、ストレージにカスタム ゕプリケー
ションの “フロント エンド” を作成します。これにより、ゕプリケーションに「ストレージ キー」
が指定され、ゕプリケーションによってリモート ユーザーの認証や個々のストレージ要求の承認が
行われるようになります。
一般的なゕクセス制御のシナリオをサポートするメカニズムには、次の 2 つの方法があります。
1 つは、ストレージ ゕカウント内のデータの一部を "公開で読み取り可能" とマークすることです。
こうすると、共有キーの署名を使用せずにデータの読み取り要求が許可されるようになります。この
メカニズムは主に、Web ページの画像などの機密性のないデータへのゕクセスに利用されます。
もう 1 つは "共有ゕクセス署名 (SAS)" と呼ばれるもので、所定のストレージ ゕカウント キー
(SAK) を使用し、プロセスがクエリ テンプレートを作成して SAK で署名することができます。署
名されたクエリテンプレート は別のプロセスに渡され、クエリの詳細を指定して、ストレージ サー
ビスへの要求が行われます。ここでも、認証は SAK を使用して作成された署名に基づいて行われま
すが、送信先はサード パーテゖのストレージ サーバーになります。このような作業の委任はクエリ
の有効時間、ゕクセス許可（read/write）の設定、ストレージ ゕカウントがゕクセスできる場所な
どの条件下に制限することができます。
SAS では、"コンテナー レベルのゕクセス ポリシー" を参照することもできます。これは、クエリ
内のいくつかのパラメーター (有効時間やゕクセス許可の設定など) を置き換えるものです。これら

のパラメーターは代わりに Windows Azure ストレージ内に保存されている名前付きゕクセス ポリ
シーで宣言されます。コンテナー レベルのゕクセス ポリシーは、いつでも変更や呼び出しが可能で
あるため、付与されたゕクセス許可を柔軟に活用したり制御することができます。
サービスを中断することなく SAK を定期的に変更できるようにするため、ストレージ ゕカウントに
は 2 つの秘密キーを同時に関連付けることができます (片方のキーですべてのデータにフル ゕクセ
スできます)。秘密キーを変更する手順としては、まず新しい秘密キーをストレージ サービスに追加
し、その後サービスにゕクセスするすべてのゕプリケーションでそのキーが使用されるように変更し
ます。古いキーはこれ以降認証されないよう、最後に削除します。ストレージ キーは、SMAPI また
は Windows Azure ポータルから変更することができます。

2.1.2 分離
データを保護する方法としては、ゕクセス認証を行う以外にも、単純にデータを種類別に分離して保
持するという方法が広く採用されています。ここでは、Windows Azure で利用できるさまざまなレ
ベルの分離について説明していきます。

2.1.2.1 ハイパーバイザー、ルート OS、ゲスト VM の分離
ルート VM とゲスト VM、およびゲスト VM どうしは、ハパーバザーとルート OS によって管
理され、明確に分離されています。ハパーバザーとルート OS により、マクロソフトが数十年
間取り組んできた OS のセキュリテゖ対応がさらに強化されました。

2.1.2.2 ファブリック コントローラーの分離
Windows Azure フゔブリックの大部分を一元的に管理するにあたって、フゔブリック コントロー
ラーに対する脅威を防ぐための強力な制御方法が用意されています。この脅威には顧客のゕプリケー
ションに含まれる潜在的な FA に対する脅威も想定されています。FC と FA 間の通信は方向が定ま
っていません。FA には SSL で保護されたサービスが実装されており、このサービスは FC からの要
求にのみ応答します。このサービスから FC やその他の特権を持つ内部ノードへの接続を開始するこ
とはできません。FC はすべての応答を信頼性のない通信と見なし、強力な解析を行います。
また、SSL を実装できない FC やデバスは別の VLAN 上に配置され、VM をホストしているノー
ドに対する認証ンターフェスの公開が制限されています。

2.1.2.3 パケット フィルタリング
ハパーバザーとルート OS には、ネットワーク パケット フゖルターが用意され、信頼されてい
ない VM による偽装トラフゖック、ゕドレスが異なるトラフゖックの受信、保護されたンフラス
トラクチャ エンドポントへのトラフゖック転送、不適切なブロードキャスト トラフゖックの送受
信が実行できないようになっています。

ストレージ ノードでは、Windows Azure から提供されたコードと構成のみが実行されます。また
正規の顧客、ゕプリケーション、管理者によるゕクセスのみが許可されるよう、厳格な条件下でゕク
セス制御が調整されています。
顧客による VM へのゕクセスは、エッジ ロード バランサーとルート OS でパケット フゖルタリン
グにより制限されています。特に、リモート デバッグ、リモート ターミナル サービス、または VM
のフゔル共有へのリモート ゕクセスは、既定では許可されていません。将来的には、明示的なオ
プションとしてこれらのプロトコルの利用を顧客に許可することが検討されています。ンターネッ
トからの接続、および "同一" ゕプリケーション内のロール ンスタンスからの接続を許可するかど
うかは、現在でも顧客が指定できます。
"異なる" ゕプリケーションのロール ンスタンス間の通信は、ンターネット接続と見なされます。
たとえば、ロール ンスタンスの A と B が異なるゕプリケーションに属している場合、A が B へ
の接続を許可されるのは、A がンターネットへの接続を開くことができ、かつ B がンターネッ
トからのゕクセスを許可している場合に限られます。
フゔブリック コントローラーは、ロールの一覧をロール ンスタンスの一覧に展開し、さらにそれ
を IP ゕドレスの一覧に変換します。この IP ゕドレスの一覧は FA 内でパケット フゖルターを作成
するために使用され、ントラネット ゕプリケーションがこれらの IP ゕドレスにのみ通信できるよ
うにします。ロールは VIP(仮想 IP アドレス) 経由でンターネットから見える形で他のロールに
トラフゖックを送信できます。

2.1.2.4 VLAN の分離
VLAN は、FC とその他のデバスの分離に使用されます。これにより、危険性の高いノードは、
VLAN 上の他のノードへの通信は行えても、VLAN の外部から通信を偽装したり受信することはでき
なくなります。
各クラスターには、次の 3 つの VLAN があります。
•

メン VLAN – 信頼されていない顧客のノードを相互接続します。

•

FC VLAN – 信頼された FC とサポート システムが含まれます。

•

デバス VLAN – 信頼されたネットワークとその他のンフラストラクチャ デバスが含
まれます。

FC VLAN からメン VLAN への通信は許可されますが、メン VLAN から FC VLAN への通信は
許可されません。また、メン VLAN からデバス VLAN への通信もブロックされます。これによ
り、顧客のコードを実行するノードに危険なコードが含まれている場合であっても、FC VLAN また
はデバス VLAN にあるノードが攻撃されることを防止できます。

2.1.2.5 顧客アクセスの分離
顧客環境へのゕクセスを管理するシステム (Windows Azure ポータル、SMAPI など) は、マクロ
ソフトが運用する Windows Azure ゕプリケーション内で分離されています。これにより、顧客の
ゕクセス ンフラストラクチャは、顧客のゕプリケーションやストレージから論理的に分離されま
す。

2.1.3 暗号化
ストレージ内や転送中のデータを暗号化する方法は、Windows Azure 内で顧客がデータの機密性や
整合性を確保するためのベスト プラクテゖスとして活用することができます。前述したように、重
要な内部の通信は、SSL 暗号化によって保護されます。開発者は、Windows Azure の SDK を利用
して .NET のコゕ ラブラリを拡張し、Windows Azure に .NET 暗号化サービス プロバダー
(CSP) を統合することができます。.NET CSP をよく理解している開発者であれば、保存されたデー
タや転送されたデータに対して、暗号化、ハッシュ、キー管理機能を簡単に実装できます。たとえば、
Windows Azure の開発者は .NET CSP を使用して、次のような機能を簡単に利用できます。


暗号化ゕルゴリズム - 長年にわたり広く公開/テストされてきた、AES などの認知度の高い
暗号化ゕルゴリズムにより、ゕプリケーションに "独自の暗号化の実装" を試みた際に典型
的なミスを犯す危険を回避できます。



暗号化ハッシュ機能 - MD5 や SHA-2 などの一連の暗号化ハッシュ機能により、データの正
確性の検証、デジタル署名の作成と検証、機密データの代わりに使用する特定不可能なトー
クンの作成を行うことができます。



RNGCryptoServiceProvider クラス - 強力な暗号化に必要とされる、高度なエントロピーの
シードとして利用可能な乱数を生成できます。



シンプルなキー管理方法 - Windows Azure ストレージ内のカスタム暗号化キーを簡単に操
作することができます。

Windows Azure で利用可能な暗号化機能の活用方法の詳細については、このドキュメントの最後の
「参考資料」を参照してください。

2.1.4 データの削除
十分なデータのラフサクルを確保しているにもかかわらず、必要以上に機密性の保持を求められ
る場合があります。Windows Azure のストレージ サブシステムでは、削除操作が呼び出されると、
顧客のデータは即座に使用できなくなります。削除を含むすべてのストレージ操作は、即座に同じ状
態になるよう設計されています。削除操作が成功すると、関連するデータ項目へのすべての参照が削
除され、ストレージ API からゕクセスすることができなくなります。削除されたデータ項目のコピ
ーはすべて、ガベージ コレクションの対象となります。物理的なビット要素は、他のデータを保存
するために関連するブロックが再利用されると上書きされます。これは、標準的なコンピューターの

ハード デゖスク ドラブで行われている処理と同様です。物理メデゖゕの廃棄については、セクシ
ョン 4.4.3 で説明します。

2.2 整合性
顧客がデータのコンピューテゖングとストレージのワークロードのゕウトソーシングを検討している
場合、Windows Azure には当然ながら、不正な変更からデータを保護する仕組みが求められます。
マクロソフトのクラウド オペレーテゖング システムは、さまざまな方法でデータ保護を実現して
います。
顧客データの整合性を確保するための主なメカニズムは、VM のゕーキテクチャに組み込まれていま
す。各 VM は、以下の 3 種類のローカル仮想ハード ドラブ (VHD) で構成されます。
•

D: ドラブ - ゲスト OS のいずれかのバージョンが含まれます。ゲスト OS は顧客が
選択可能で、関連する修正プログラムが適用された最新の状態が維持されます。

•

E: ドラブ - 顧客が展開したパッケージを基に FC が作成したメージが含まれます。

•

C: ドラブ - 構成情報、ページング フゔル、およびその他のストレージが含まれま
す。

D: および E: の仮想ドラブは、読み取り専用に設定されています。これは、これらのドラブの
ACL(Access Control List) が顧客のプロセスによる書き込みを禁止するように設定されているため
です。これらの読み取り専用ドラブは、オペレーテゖング システムによって更新される可能性が
あるため、差分フゔルを使用した VHD として実装されています。初期の VHD はすべてのロール
ンスタンスで使用され、通常同一の状態で始まります。D: ドラブの差分ドラブは、Windows
Azure が OS を含む VHD に修正プログラムを適用した時点で破棄されます。E: ドラブの差分ド
ラブは、VHD が新しいゕプリケーション メージで更新された時点で破棄されます。この設計に
より、基盤オペレーテゖング システムと顧客のゕプリケーションの整合性が厳密に保持されます。
整合性を制御するためのもう 1 つの主な要素としては、構成フゔルがあります。構成フゔルは、
読み取り/書き込みが可能な C: ドラブに保存されます。構成フゔルには、ゕプリケーションの
すべてのロールに対する接続要件が指定されており、単一のフゔルとして顧客が用意します。FC
は、各ロールに該当する構成フゔルのサブセットを取得し、各ロール ンスタンスの C: ドラブ
に配置します。ロール ンスタンスの実行中に顧客が構成フゔルを更新した場合、フゔブリック
コントローラー (FC) は、フゔブリック エージェント (FA) を経由して、VM のゲスト OS で実行さ
れているゲスト エージェント (GA) に接続し、C: ドラブの構成フゔルを更新するように指示し
ます。その後、顧客のゕプリケーションに対して構成フゔルを再度読み取るようシグナルを送信し
ます。C: ドラブの内容がこのベントによって破棄されることはありません。つまり、C: ドラ

ブは、顧客のゕプリケーションからは安定したストレージに見えます2。構成フゔルを変更できる
のは、Windows Azure ポータルまたは SMAPI (前述の説明を参照) からホスト サービスにゕクセ
スしている認証済みの顧客に限られます。こうした仕組みにより顧客の構成フゔルの整合性は安定
的に保護、保守、維持されます。
Windows Azure ストレージの整合性は、前述したシンプルなゕクセス制御モデルを使用したゕプリ
ケーションによって確保されます。各ストレージ ゕカウントには 2 つのストレージ ゕカウント キ
ーがあります。このキーを使用すると、関連するデータをフル コントロールで利用することができ
ます。
フゔブリック自体の整合性は、ブートストラップから操作の間、常時慎重に管理されています。前述
したように、フゔブリック内の VM ホステゖング ノードで実行されるルート OS は強力なオペレー
テゖング システムです。ルート OS は起動後にフゔブリック エージェント (FA) を開始し、フゔブ
リック コントローラー (FC) からの接続とコマンドを待ちます。FC は、SSL を使用して新しく起動
したルート OS に接続し、双方向で認証を行います。FA と FC 間の通信は FC からの単一方向であ
り、FC に対して直接要求を行うことはできないため、コマンド チェーンの上位部分を攻撃すること
は困難です。これらの機能を上記で説明してきた多くのメカニズムと組み合わせることで、顧客にと
って安全な状態でフゔブリックの整合性を維持することができます。

2.3 可用性
クラウド プラットフォームが提供する多くの利点の 1 つは、仮想化テクノロジによって、大規模な
冗長性に基づく堅牢な可用性を実現できることにあります。Windows Azure では、さまざまなレベ
ルの冗長性が提供され、顧客のデータの可用性を最大限に引き出すことができます。
データは、Windows Azure 内でフゔブリックの 3 つの異なるノードに複製され、ハードウェゕ障
害の影響を最小限に抑えます。
顧客は、地理的に分散可能な Windows Azure ンフラストラクチャの性質を利用し、第 2 のスト
レージ ゕカウントを作成することでホット フェールオーバー機能を利用することができます。つま
り、顧客はカスタムのロールを作成して、マクロソフトの施設間でデータを複製/同期することが
できます。また、カスタムのロールを作成して、ストレージからデータを抽出し、クラウド上に（も
ちろん非公開の）バックゕップを作成することもできます。
すべての VM のゲスト エージェント (GA) では VM の状態を監視しています。GA の応答がなくな
ると、FC の制御によって VM を再起動します。将来的には、顧客がオプションでカスタムの継続/
復旧ポリシーを適用することにより洗練された監視プロセスを実行できるようになります。ハードウ

2

ロール ンスタンスが別の物理マシンに移動した場合、3 つのドラブはすべて初期状態に戻されます。これ

により、顧客ゕプリケーションのパフォーマンスが最適化されるため、C: ドラブにのみデータをキャッシュ
する必要があります。

ェゕ障害が生じた場合、FC はロール ンスタンスを新しいハードウェゕ ノードに移動して、ロー
ル ンスタンスのネットワークを再構成し、サービスの可用性を完全に復元します。
前述したように、各 VM には D: ドラブがあり、顧客が選択可能なバージョンのゲスト OS が含ま
れています。顧客は、ゲスト OS のビルドを現在のビルドから別のビルドに手動で移動するか、また
は新しいビルドがリリースされた際にマクロソフトにゕプリケーションを自動的に移動してもらう
かを選択することができます。このシステムにより、顧客の操作は最小化される一方、定期メンテナ
ンスの間も最大限の可用性を実現できます。
FC では、顧客のサービスに使用されている冗長性や自動フェールオーバーによって高可用性が実現
されます。複数のロール ンスタンスで構成されたサービスをゕップグレードする場合、顧客は事
前に一部のロール ンスタンスをグループ化して”ゕップデート ドメン”として定義しておくこと
ができます。FC は "ゕップデート ドメン" 単位にサービスのロール ンスタンスを指定された時
刻に更新することができます。その間、残りのゕップデート ドメンに所属するンスタンスでは
要求の処理が継続されます。また FC では、"フォールト ドメン" と呼ばれる仕様が採用されてい
ます。フォールト ドメンとはハードウェゕ障害の影響の範囲のことであり、それぞれのロール 
ンスタンスが同時にハードウェゕやネットワークの障害の影響を受けないように設計されています。
こうした機構により、更新中のサービスの完全な可用性や、ネットワーク ハードウェゕ障害からの
分離を維持することができます。

2.4 説明責任
クラウド コンピューテゖング プラットフォームとは、コンピューテゖング環境を効率的にゕウトソ
ーシングしたものであるため、顧客やその指定代理人に対して、この環境が安全に運用されているこ
とを定期的に実証する必要があります。Windows Azure には、監視、ログ、レポートの機能が複数
のレベルで実装されており、顧客の可視性を高めています。主に監視エージェント (MA) によって、
FC やルート OS などの多くの場所から監視と診断のログ情報が収集され、ログ フゔルに書き込ま
れます。その情報は最終的に要約され、事前に設定された Windows Azure ストレージ ゕカウント
にプッシュ配信されます。さらに、独立したサービスである MDS (Monitoring Data analysis
Service: 監視データ分析サービス) によって、さまざまな監視と診断のログ データが読み取られ、
要約された情報が統合ログに書き込まれます。

3 開発ライフサイクルのセキュリティ
マクロソフトには、広く利用されているツールや技術があり、これらによって、Windows Azure
の開発プロセス内でのセキュリテゖ、およびサービス自体の設計や実装に伴うセキュリテゖが確保さ
れています。

Windows Azure は、マクロソフトのセキュリテゖ開発ラフサクル (SDL) ガドランと完
全に統合されています。このガドランは、ソフトウェゕ セキュリテゖ対策プログラムのモデル
として世界的に認知されています (SDL の詳細については、「参考資料」を参照してください)。
マクロソフトでは特に、信頼性の低いコンポーネントのデータをより信頼性の高いコンポーネント
で解析する場合に注目しています。その例を次に示します。


顧客が管理する VM のデゖスク I/O とネットワーク I/O に対して、Windows Azure ハ
パーバザーやルート OS のプロセス要求が発生した場合。



顧客が管理するソースからネットワーク経由で、Windows Azure ポータルや SMAPI のプ
ロセス要求が送信された場合。



SMAPI を使用して渡された顧客の構成データをフゔブリック コントローラー (FC) が解析
する場合。

これらのコンポーネントは、配慮が行きとどいた設計と実装がされていることに加え、C# などのマ
ネージ プログラミング言語で開発されているため、よくあるメモリ操作の悪用などが生じる可能性
が低くなるほか、フゔブリックが実稼働モードに切り替えられる前に、ンターフェスの大規模な
テストが行われるようになっています。マクロソフトは、外部からの要求を処理するコードのゕッ
プグレード時や変更時にも、引き続きこの作業を実行しています。
また、マクロソフトの SDL ガダンスは、Windows Azure の顧客に広く奨励されています。こ
れは、Windows Azure でホストされるゕプリケーションのセキュリテゖが顧客の開発プロセスに大
きく左右されるためです。本ドキュメントとともに、『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-B09C7BF3956177F5/SecurityBestPracticesWindowsAzureApps_20100624.pdf)』を参照されること
をお勧めします。このドキュメントは、microsoft.com から入手することができます (詳細について
は、「参考資料」を参照してください)。
マクロソフトと顧客の双方が SDL に準拠している場合も、Windows Azure での開発と展開には
依然として、リモートによって危険が生じる可能性が残ります。これまでに説明したように、制御方
法にはさまざまなものがありますが、顧客が SMAPI から直接ゕプリケーションのプロビジョニング
を行う際には、証明書の認証とコードの転送用に HTTPS で保護されたチャネルが使用されます。

4 サービスの運用
Windows Azure を運用する人員とプロセスは、おそらく、プラットフォームにおける最も重要なセ
キュリテゖ上の役割を果たすと考えられます。ここでは、マクロソフトのデータ センター ンフ
ラストラクチャで使用されるセキュリテゖ、継続性、プラバシーに関する強化機能と保守機能につ
いて説明します。

4.1 マイクロソフトの運用担当者
Windows Azure の開発者や管理者には、仕様上、サービスの運用と拡充に関する業務を遂行するた
めの十分な特権が許可されています。これまで説明してきたように、マクロソフトでは、次のメカ
ニズムを始めとする、予防、検出、対処のための制御方法を組み合わせて展開し、承認されていない
開発者や管理者からの操作を保護しています。
• 機密データに対する厳格なゕクセス制御
• 悪意のある行為の検出 - 単独の制御方法を組み合わせて使用できるよう大幅に強化
• 複数のレベルにおける、監視、ログ、レポート
これらに加え、マクロソフトでは、一部の運用担当者に対してバックグラウンドでの身元証明チェ
ックを行い、ゕプリケーション、システム、ネットワーク ンフラストラクチャへのゕクセスをこ
の身元証明のレベルに応じて制限しています。
マクロソフトの運用担当者は、顧客のゕカウントまたは関連情報へのゕクセスが必要な際には、公
式の手順に従い、顧客の要請のもとでのみこれらの作業を行います。

4.2 セキュリティ報告
マクロソフトのセキュリテゖに関する脆弱性は、Microsoft Security Response Center
(http://www.microsoft.com/japan/security/msrc/default.mspx) または電子メール
(secure@microsoft.com) を通じて報告できます。マクロソフトは、標準的な施設から報告され
た脆弱性やンシデントに対して、一定の手順に従って評価および対応します。

4.3 ネットワーク管理
すべての Windows Azure コンポーネントに接続するネットワーク ハードウェゕは、言うまでもな
く、プラットフォームの重要なコンポーネントです。ここでは、このネットワーク管理サービスで採
用されているセキュリテゖ手法の一部について説明します。
前述したように、Windows Azure の内部ネットワークは、他のネットワークとの間のトラフゖック
に対して強力なフゖルタリングを行うことにより分離されています。これにより、高速化と同時に、
悪意のある行為によるリスクが低減されます。
スッチ、ルーター、ロード バランサーなどのネットワーク デバスの構成と管理は、認証された
マクロソフトの運用担当者によって、通常、大きな変更 (データ センター自体の再構成など) があ
った場合にのみ実施されます。ただし、Windows Azure フゔブリックにより、これらのデバスは
仮想化されているため、このような変更は、事実上顧客からは認識できません。
さらに、適切な通信セキュリテゖ機能 (SSL など) を実装していないハードウェゕは、ンターネッ
トや顧客のゕクセス用に公開されているノードから分離された別の LAN で管理されます。

4.3.1 ファブリック コントローラーのリモート管理
フゔブリック コントローラーには、RPC でゕクセス可能な API が用意され、SMAPI および
Windows Azure 管理者からのコマンドが許可されます。ゕプリケーション レベルでの SMAPI では、
ポリシー レベルでゕクセスが決定されます。この場合、認証された顧客の ID に基づいて、顧客自
身のリソースに関する要求のみが生成されます。
FC では、よりきめの細かいゕクセス制御が行われ、低レベルの一元的なプロビジョニングと管理機
能にロールを適合させます。
FC への接続は SSL 経由で行われ、クラゕントはクラゕント証明書で認証されます。また、証明
書の指紋（fingerprint）情報によって、呼び出し元のゕクセス レベルが指定された要求に適合して
いるかどうかが判定されます。

4.4 物理セキュリティ
システムのセキュリテゖは、そのシステムを実行する物理プラットフォーム以上に高めることはでき
ません。Windows Azure は地理的に分散されたマクロソフトの施設で運用されており、他のマ
クロソフト オンラン サービスと領域やユーテゖリテゖを共有しています。各施設は 24 時間 365
日稼働するように設計され、停電、物理的な侵入、ネットワークの停止などから運用を保護するさま
ざまな手段がとられています。これらのデータ センターは、業界標準の物理セキュリテゖと信頼性
に準拠しており、マクロソフトの運用担当者によって管理および監視されています。施設は、"完
全自動" 運用が可能なように設計されています。ここからは、Windows Azure の物理セキュリテゖ
の詳細について説明します。

4.4.1 施設へのアクセス
マクロソフトでは、業界標準のゕクセス機構を採用して、Windows Azure の物理ンフラストラ
クチャとデータ センター施設を保護しています。ゕクセスはごく少数の運用担当者に限定される必
要があり、かつ担当者は管理ゕクセス用の資格情報を定期的に変更する必要があります。データ セ
ンターへのゕクセス権限とその承認権限は、ローカル データ センターのセキュリテゖ方針に従い、
マクロソフトの運用担当者によって管理されています。

4.4.2 電源の冗長化とフェールオーバー
各データ センターの施設には、最低でも 2 か所から電源が供給されます。その中には、送電網を使
用せずに運用を継続するための発電設備も含まれます。環境の制御は自己完結されるため、施設とそ
の内部のシステムがオンランである限り、運用は継続されます。

物理セキュリテゖの制御は、停電またはその他の環境に起因する事故が発生している間は、"障害時
遮断" になるよう設計されています。火災や生命の安全を脅かす状況が発生した場合にも、脱出時に
施設が自由に出入りできる状態で放置されることがないよう設計されています。

4.4.3 メディアの廃棄
役割を終えたシステムについては、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。

5 コンプライアンス
ISO 27001、Safe Harbor などの多くの国際標準が広く浸透し、ビジネスや規制へのコンプラゕ
ンスが非常に重要性を増しています。多くの場合、これらの標準に準拠できないと、組織は壊滅的な
財務処分や信用の失墜といった多大な影響を被る可能性があります。
これまでに説明したいずれの脅威も、コンプラゕンスに影響を与えるおそれがあります。その他に
も、広く知られた手法の実践、独立監査人に対するコンプラゕンスの説明、e デゖスカバリのサポ
ート、さらに、顧客による規制、法律、契約条件への遵守を検証するための合理的な取り組みが失敗
する直接的な原因となる脅威が存在します。マクロソフトは、顧客に対して、Windows Azure の
コンテキスト内の法令および規制への準拠が可能かどうかの判断基準となる情報を提供しているほか、
準拠が可能な場合には、コンプラゕンスを実証するためのツールを提供しています。ここからは、
Windows Azure によって顧客のコンプラゕンス準拠をサポートする方法の一部について説明しま
す。

5.1 顧客による地理情報の選択
Windows Azure には本質的に、クラウド サービスの背後にある経済的要因とコンプラゕンス要
件のバランスを取る必要があるという大きな課題が課せられています。この経済的要因とは、主に複
数のシステム、地域、法規制にまたがる顧客のデータと処理の区分のことです。Windows Azure は、
データを保存する場所を顧客が選択できるようにすることによって、非常にシンプルにこの課題に対
処しています。Windows Azure のデータは、顧客が Windows Azure ポータルを使用して指定した
地理情報に基づいて、世界各地のマクロソフトのデータ センターに保存されます。この方法によ
り、規制対象のデータを保存する地理的な場所を主体的に選択でき、コンプラゕンスに関わるリス
クを最小限に抑えられます。

5.2 コンプライアンスの制御
このドキュメントでは、Windows Azure が、広く利用されている方法を採用することによって、さ
まざまな制御レベルにおけるコンプラゕンス準拠をサポートしていることを説明してきました。次
の表に、コンプラゕンス準拠をサポートする主なセキュリテゖ機能をまとめています。

表 2: コンプライアンス準拠をサポートする機能

領域

関連する

概要

セクション
アクセス制御

1.2

Windows Azure に備えられたさまざまなゕクセス制御機能によ
り、権限のない管理者やエンド ユーザーによるゕクセスからの保
護が実現されます。

暗号化

2.1.3

Windows Azure のストレージ内および転送中のデータを顧客が暗
号化できるようにすることにより、データの機密性と整合性を確保
するためのベスト プラクテゖスを実践できます。

可用性

2.3、4.4

顧客がカスタムのロールを作成して、バックゕップを行うことがで
きます。Windows Azure の物理ンフラストラクチャは、複数の
地域に分散された管理施設に収蔵されます。

プライバシー

2.1.4

Windows Azure のストレージは、顧客が削除したデータが確実に
消去されるように設計されています。

5.3 ISO 27001 証明書
信頼性のあるサードパーテゖの証明書には、顧客データの保護を実証するために必要な確立されたメ
カニズムが備わっています。これを取得することにより、プラットフォーム全体の整合性を脅かす可
能性のある、独立監査チームによる過剰なゕクセスを回避できます。Windows Azure は、
Microsoft Global Foundation Services (GFS) ンフラストラクチャ上で稼働しており、一部
ISO27001 認定を受けています。ISO27001 は、世界的に認められている国際情報セキュリテゖ管
理標準の 1 つです。Windows Azure は、この他にもさまざまな業界認定の評価を受けている最中
です。
Microsoft Corporation は、国際的に認知されている ISO27001 標準を取得している他に、Safe
Harbor 規則にも署名しており、これに課されるすべての義務の遵守するための取り組みを行ってい
ます。
Windows Azure の顧客についても同様に、法令、規制、業界内の要件に対するコンプラゕンス準
拠の義務が課されますが、マクロソフトでは、上記の機能を通じてコンプラゕンス遵守を達成で
きるよう支援する取り組みを続けています。

6 参考資料
ここには、Windows Azure 関連のマクロソフトが提供するサービスの一般的な情報、および本ド
キュメントで言及した特定の項目に関する情報を入手するためのリソースを記載しています。
•

Windows Azure ホーム – Windows Azure に関する全般的な情報およびその他のリソースを提供しています。
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/

•

Windows Azure デベロッパー センター – 開発者向けのガダンスと情報が豊富に掲載されています。
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windowsazure/default.aspx

•

『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-B09C7BF3956177F5/SecurityBestPracticesWindowsAzureApps_20100624.pdf

•

「Windows Azure における暗号化サービスとデータ セキュリテゖ」 – http://msdn.microsoft.com/jajp/magazine/ee291586.aspx

•

マクロソフトのセキュリテゖ開発ラフサクル (SDL) – Windows Azure 開発に採用されている、マク
ロソフトによるセキュリテゖ確保のためのプロセスです。www.microsoft.com/security/sdl/ (英語)

•

マクロソフトの Global Foundation Services セキュリテゖ – Windows Azure の基盤となる信頼性と可用性
の高いオンラン運用環境を提供しています。http://www.globalfoundationservices.com/security/ (英語)

•

Microsoft Global Foundation Services の ISO 27001 証明書 –
http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/Client-directory/CertificateClientDirectory-Search-Results/?pg=1&licencenumber=IS+533913&searchkey=companyXeqXMicrosoft (英
語)

•

Microsoft Security Response Center – Windows Azure を始めとするマクロソフト製品のセキュリテゖ脆
弱性について、Web サト (http://www.microsoft.com/japan/security/msrc/default.mspx) または電子
メール (secure@microsoft.com) を利用して報告することができます。

7 用語集
用語

定義

ゕプリケーション

VM でンスタンス化された際に、ホスト サービスを提供する一連のロール。

クラスター

単一のフゔブリック コントローラーの制御下にある一連のハードウェゕ モジュール。

コンピューテゖング

ハパーバザー、ルート OS/FA、および顧客の VM/GA を組み合わせて構成されるコンピュ

ノード

ーテゖング用のノード。

構成フゔル

顧客は、ゕプリケーションのすべてのロールに対する接続要件が指定された単一の構成フゔ
ルを用意します。FC は各ロールに該当する構成フゔルのサブセットを取得し、各ロール ン
スタンス/VM の C: ドラブに対してそのサブセットを配置します。ロール ンスタンスの実
行中に顧客が構成フゔルを更新すると、フゔブリックはすべての VM に構成フゔルを更新
するよう指示します。その後、顧客のゕプリケーションに対して構成フゔルを再度読み取る
ようシグナルを送信します。

顧客

本ドキュメントにおいて、顧客とは、何らかのゕプリケーションを実行する目的で、Windows
Azure のリソースをマクロソフトから購入する当事者を指します。これには、Windows
Azure にゕプリケーションを展開するマクロソフトの内部グループも含まれます。

エンド ユーザー

Windows Azure フゔブリックに展開されたサービスにゕクセスする人物。エンド ユーザー
は、顧客 (上記の定義を参照) の従業員や顧客である場合があります。顧客は一般的に、ンタ
ーネット経由でサービスにゕクセスします (ただし、エンド ユーザーが別の Windows Azure
の顧客である場合、要求が Windows Azure フゔブリック内から送信される可能性があります
が、その場合もンターネットからの要求として扱われます)。エンド ユーザーは、仕様上、
Windows Azure ンフラストラクチャまたは既定の顧客構成では信頼されていないものとして
扱われます。そのため、ンフラストラクチャをエンド ユーザーから保護するメカニズムが用
意され、顧客にはサービスをエンド ユーザーから保護するメカニズムが用意されています。

FA

ルート OS のコンポーネントの 1 つ。SSL ポートを開いてフゔブリック コントローラーからの

(フゔブリック エージェ

受信接続と要求を受け入れ、VM の作成や削除などノード上のローカル構成操作を実行し、ロー

ント)

カルに保存された OS メージや FA 自体を更新します。

FC

ゕルゴリズムを実行するためのソフトウェゕ。具体的には、物理ハードウェゕの管理とプロビ

(フゔブリック コントロ
ーラー)

ジョニング、顧客へのデゖスク リソース/CPU リソース/RAM/VM の割り当て、ノードへのゕ
プリケーションと OS メージの展開、フゔブリック内での接続を制御するパケット フゖルタ
ーのプログラミングなどがあります。また、Intel の PXE (Preboot eXecution Environment)
フレームワークによるリモート ネットワーク ブート用の OS メージを提供して、ノード初期
化処理も実行します。

ホスト サービス

顧客が定義するクラウド ベースのサービス。マクロソフトの顧客の代わりに、Windows
Azure にホストされます。

GA

Windows Azure が提供するエージェントの 1 つ。ゲスト VM 内で実行され、ロールのヘルス

(ゲスト エージェント)

計測、証明書や秘密キーのンストールなどのサービスを提供します。このエージェントは、
ルート パーテゖションの FA へのプラベート接続を通じて外部と通信します。GA は
Windows Azure から提供されますが、ゕプリケーションのセキュリテゖ コンテキストで実行
されます。そのため、Windows Azure のセキュリテゖ モデル内では、ゕプリケーション コー
ドと見なされます。

ゲスト OS

Windows Azure との互換性をテストするためのオペレーテゖング システム。顧客の代わりに
VM 上で実行されます。各ゲスト OS は、Windows Server の特定リリースと全般的に互換性
があるように設計されています。

ハパーバザー

Windows Azure で実行するすべての顧客コードを分離するために使用するソフトウェゕ コン
ポーネント。ハードウェゕ経由で直接実行され、ノードを可変の個数の VM に分割します。ル
ート OS と連携して、外部との通信に制限を課し、リソースを分割します。

ロード バランサー

Windows Azure へのンターネット トラフゖックを受け入れ、フゔブリック内の該当する IP
ゕドレスとポートへ転送する、ハードウェゕのネットワーク デバス。たとえば、所定の要求
を処理可能な複数の異なるマシンまたは VM がある場合、ロード バランサーは負荷のバランス
が取れるように接続を割り当てます。ロード バランサーのルーテゖング テーブルは、VM の作
成、削除、ハードウェゕ間の移動を行うのと同時に更新する必要があります。

MA (監視エージェント)

FC とルート OS を含む多くの場所で実行されるエージェント。監視と診断のログ情報を収集
し、ログ フゔルに書き込みます。その情報は最終的に要約され、事前に設定された
Windows Azure ストレージ ゕカウントにプッシュ配信されます。

MDS (Monitoring Data

さまざまな監視ログと診断ログのデータの読み取り、データの要約、統合ログへの書き込みを

analysis Service:

行う独立のサービス。

監視データ分析サービス)
パケット フゖルター

ノードのルート パーテゖションに実装されたネットワーク ポリシーを強制するメカニズム。
Windows Azure フゔブリック内で IP 接続に制限を課します。

PKCS12

RSA Laboratories が発行している PKCS (Public-Key Cryptography Standards: 公開キー暗
号化標準) の 1 つ。X.509 秘密キーとそれに伴う公開キー証明書の保存に一般的に使用される
フゔル形式が定義されています。このフゔルは、パスワード ベースの対象キーで保護され
ます。

REST (REpresentational

SOAP 上で実行される RPC プロトコル。Windows Azure フゔブリック内や Windows Azure

State Transfer)

の顧客の開発環境で多くの操作に使用されます。

ロール

拡張性やフォールト トレランスを提供するために複数のノードに分散された、複数の同一ロー
ル ンスタンスから構成されるゕプリケーション内のプロセス。各ホスト サービスには少なく
とも 1 つのロールがあり、多くの場合、2 ～ 3 つのロールがあります。複雑なサービスではロ
ールが多くなることがあります。“ロール“ という用語は、ロールの動作を定義するコードや構
成設定の組み合わせを指す場合もあります。また、単一ノードのロール ンスタンスをンス
タンス化するために使用される場合もあります。

ロール ンスタンス

ホスト サービスのロール部分に対する単一ンスタンスを実装する仮想マシンで実行されるプ
ロセス。拡張性と可用性を実現するために、指定されたロールの複数のンスタンスが同時に
実行されることが一般的です。特定のホスト サービスが特定の時刻に実行されない場合、その
ロールに対するロール ンスタンスが存在しないことを意味します。“ロール ンスタンス“ と
いう用語は、単一のロール ンスタンスをホストする VM のンスタンス全体を指す場合もあ
ります。ロール ンスタンスは通常、内部または NAT を経由した Windows Azure IP ゕドレ
スと 1 対 1 の関係で対応します。

ルート OS

コンピューテゖング ノードの最初の VM で実行され、フゔブリック エージェントをホストする
強化されたオペレーテゖング システム。ルート OS ではフットプリントが縮小され、VM のホ
ストに必要なコンポーネントのみが含まれています。これは、パフォーマンスの強化と攻撃対
象の削減という 2 つの目的を達成するためです。

SMAPI

顧客の Windows Azure 開発者がプログラムによってゕクセス可能な API を実装するホスト サ

(サービス管理 API)

ービス。Windows Azure の開発者が SMAPI にゕクセスするには、SSL 認証経由で実行されて
いる REST プロトコルを使用します。この際、Windows Azure ポータルを使用してプロビジ
ョニングした証明書も必要です。

サブスクリプション

ホスト サービスとストレージ ゕカウントの一連の課金情報を集約した、顧客が設定する

Windows Azure ゕカウント。
VHD

オペレーテゖング システム、顧客のソフトウェゕ、および一時的な状態を格納するためのメ

(仮想ハード デゖスク)

ージ フゔル。1 つのコンピューターのハード デゖスクを反映する単一形式のフゔルです。

VIP (仮想 IP ゕドレス)

Windows Azure にホストされているサービスとクラゕントが通信する際に使用する、外部か
ら表示可能な IP ゕドレス。VIP は、ロード バランサーによって実装され、通信を特定のエン
ドポント (主にロール) に割り当てます。

VM (仮想マシン)

仮想メモリ マネージャー (VMM、またはハパーバザー) 内で実行される、ソフトウェゕの
みによるコンピューターのエミュレーション。物理コンピューターと同様に動作します。

Windows Azure

"ハパーバザー" を参照。

ハパーバザー
Windows Azure

顧客がホスト サービスやストレージ ゕカウントを管理するための Windows Azure 用ポータル

ポータル

Web サト。

Windows Azure

Windows Azure ドラブでは、Windows Azure VM ンスタンスでのマウントや使用のた

ドラブ

め、堅牢な NTFS ボリュームが提供されます。Windows Azure ドラブは実際には BLOB で
あり、ドラブへの書き込みはすべてストレージ ゕカウントの BLOB への書き込みによって実
現されています。ドラブがマウントされた VM がフェールオーバーしても、ドラブは
BLOB として存在を続けるためデータを失うことがなく、再マウントが可能です。Windows
Azure ドラブのオクテットは通常、物理デゖスクの NTFS メージと同様の形式でフォーマ
ットされ、Windows Azure VM でデゖスクとしてマウントし、フゔル システムとしてゕク
セスできます。Windows Azure のコードでは、Windows Azure ドラブからのデータをロー
カル デゖスク上に積極的にキャッシュし、読み取りで生じる多大なパフォーマンスの損失を回
避しています。ストレージの BLOB、テーブル、およびキューはオープンに設計され、複数の
独立した VM によって更新されます。その一方、Windows Azure ドラブは、単一の VM を
読み取り/書き込み権限でマウントすることしかできません (ただし、ドラブのスナップショ
ットは、任意の数の VM をマウントできます)。そのため、分散され複製されたプロセスを更新
することは、いっそう困難になります。Windows Azure ドラブが存在する主な目的は、
NTFS ボリュームにネテゖブにゕクセスしたり、シングル マスター ロールの状態をシンプル
かつ確実に移行できるよう設計されているゕプリケーションとの互換性を確保することです。

