
システムとワークロードを動的かつ自動化された方法で制御することを可能にする、柔軟で高密度なプ
ライベート・クラウドを構築する企業が増えています。また、ピーク需要時の処理能力の拡張が可能なパ
ブリック・クラウド・サービスを利用する企業も増加しています。こうした戦略が持つ効率性や柔軟性、コ
スト面における利点は、確実にその企業に利益をもたらします。一方で、多くの IT 意思決定者は、次の
ような懸念も抱いています。それは、重要なデータが共有インフラストラクチャー上で保管または処理さ
れる場合、特に第三者であるクラウド・プロバイダーがそのインフラストラクチャーを所有、管理している
場合に、データのセキュリティーと機密性がどのように確保されるのかという問題です。

ソリューション概要
インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台
クラウド・コンピューティング

クラウド環境におけるセキュリティー
クラウド環境におけるビジネス・コンピューティングの 
セキュリティーを強化する新しいインテルのテクノロジー



インテルは、クラウド環境のセキュリティーを強化する新しいテクノロ
ジーを開発しました。また、大手ハードウェア /ソフトウェア・ベンダー
と協力して、クラウド・コンピューティングをより簡単に導入できるよう
にするための包括的な統合型ソリューションを実現しました。これら
のテクノロジーを基盤とすることで、以下の課題に対応できます。

•  データの強力な保護：性能の低下やコストの増加を伴わずに、保
管時および転送中のデータの全面的な暗号化を実現します。

•  信頼のおけるインフラストラクチャー：ハードウェアが主要プラット
フォーム・ソフトウェアの保全性を検証することにより、起動時におけ
る巧妙な攻撃からシステムを保護し、仮想化されたワークロードの
セキュリティーを強化するためのコントロール・ポイントを確立でき
ます。指定したアプリケーションが信頼のおける仮想化されたリソー
スプール上でのみ実行されるように制限することができ、重要な資
産の保護を強化できます。

•  セキュリティーと法令順守の検証：クラウド・インフラストラクチャー
のセキュリティー環境に対する徹底した監視、評価、記録が可能で
す。サードパーティー製の対応アプリケーションの使用により、法令
順守の動的な検証が可能となり、ポリシーベースの一元的な監査、
ログ、レポートによってリスクが軽減されます。

これらの機能を、クラウド・ソリューションの基盤に統合することにより、
クラウド・コンピューティングの優れた利点を活用しながら、データの
安全性とセキュリティーの確保が可能となり、常に進化を続ける攻撃
からビジネスを確実に保護することができます。

新たなリスクが要求する新しいソリューション

クラウド・コンピューティング環境では、新たなセキュリティー脅威が
発生しています。また、従来のセキュリティー脅威も絶えず進化してい
ます。パブリッククラウドや仮想プライベート・クラウドでは、他の企業
が管理するサーバー上に企業データが置かれます。したがって、組
織の境界の保護を重視する従来のセキュリティー・モデルは十分に機
能しません。こうしたクラウド・コンピューティングのセキュリティーを
左右する要因の一部は、現在の企業横断的、サプライチェーン横断
的なコラボレーション・モデルにあります。こうした環境では、アクセス
の制御、マルウェアや侵入の検出、データ保護を行う適切なソリュー
ションを導入することが極めて重要です。

クラウド・コンピューティングの拡大とともに、これらの新たなセキュリ
ティー課題への挑戦も難しさを増します。同時に、クラウド・コンピュー
ティングとは直接関係のない、従来からのセキュリティー脅威も増え
続けています。システムへの攻撃は、自己顕示欲や目先の利益を動
機とするハッカーの単独作業から、持続的で組織的、より高度かつ秘
密裏に行われる行動へと変化しています。そうした攻撃は、特定のタ
イプのデータを標的とし、資産の制御権を獲得し、維持することで、大
規模な経済的利益を得ようとします。一方、規制環境も絶えず変化し、
法令順守、監査、報告、個人情報保護、損害賠償などの要件が増加
するにつれて、法令違反のリスクとコストはますます拡大しています。

これらの課題に対処するため、インテル® Xeon® プロセッサー 5600
番台には、クラウド・コンピューティング環境内で包括的かつ検証可
能なセキュリティーと法令順守を実現するためのさまざまな新しい技
術が搭載されています。インテルは、これらの技術を通じて、機密性
が重視されるワークロードに適したクラウド環境の導入を促進してい
きます。

表 1. クラウド環境におけるセキュリティーと法令順守の基盤となる新しいインテルのテクノロジー

ビジネス要件 インテルのテクノロジー 説 明 利 点

強力なデータ・セキュリティー
インテル® AES New 
Instructions1（インテル® 
AES-NI）

暗号化処理に伴うオーバーヘッドを軽減し、全面的な暗号
化を実現。

クラウド内で保管時および転送中のデータの
機密性と保全性を保護。

信頼のおける 
インフラストラクチャー

インテル® トラステッド・エグゼ
キューション・テクノロジー 2

（インテル® TXT）

•  ハイパーバイザーを「既知の良好な状態」でのみ起動。
•  セキュリティー環境の監視と検証に役立つ正確な情報を
提供。

信頼のおけるインフラストラクチャーの確立と
維持を可能にし、新たな起動時攻撃に対する
保護を提供。

インテル® バーチャライゼー
ション・テクノロジー 3（インテル® 
VT）

基本的な仮想化プロセスをハードウェア上に実装すること
で、パフォーマンスを向上し、ワークロード隔離を改善。

共有インフラストラクチャー上に置かれたデー
タとアプリケーションの安全な隔離を実現。

インテル® VT FlexMigration
現在および将来のインテル® Xeon® プロセッサー搭載サー
バー間で、仮想マシンのライブ・マイグレーションが可能。

インテル® TXTと組み合わせることで、アプリ
ケーションを動作させたまま、信頼のおける新
しいインフラストラクチャーへの簡単な移行を
実現。

セキュリティーと 
法令順守の検証

インテル® TXT2

（サードパーティー製セキュリ
ティー・ソリューションと統合）

統合された監査 /ログ /レポート機能によるクラウド内のセ
キュリティー環境の監視をサポートする、ハードウェア・ベー
スのメカニズムを提供。

クラウド内のセキュリティーおよび法令順守環
境に関するポリシーベースの一元的な検証が
可能。
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企業データの保護

暗号化は大切な情報の保護に最も有効な技術のひとつですが、従
来はデータの暗号化と復号の処理に大きな負荷がかかっていたた
め、コストの増加やビジネス・アプリケーションの性能低下をもたらす
要因となることがありました。インテル® AES New Instruct ions1

（インテル® AES-NI）は、大量の演算処理を必要とする AESアルゴリ
ズムを高速化する新しい命令セットで、暗号化処理におけるオーバー
ヘッドを大幅に削減します。

インテル® AES-NIはプロセッサーに内蔵されているため、セキュリ
ティー専用の装置やカードを追加するためのコストは不要です。簡単
かつ低コストな方法で全面的な暗号化を適用し、ビジネスデータを
保護できます。現在では多くの大手ソフトウェア・ベンダーがインテル® 
AES-NIをサポートし、包括的なデータ保護ソリューションを提供して
います。

•  転送中のデータの保護：Microsoft* Windows Server* 2008 
R2（および I n t e r n e t I n f o r m a t i o n S e r v i c e s）と Red Hat* 
Linux* openSSLは、インテル® AES-NIをサポートし、安全なバン
キング・トランザクション、電子メール、安全なビデオ・ストリーミン
グを高いパフォーマンスで実現しています。

•  保管時のデータの保護：M i c ro s of t、C h e c k Po i nt、M c Afe e、
PGP/Symantecは、インテル® AES-NIをサポートし、フルディスク
暗号化を高速処理します。

•  エンタープライズ・アプリケーション内のデータの保護：Oracleは、
インテル® AES-NIをデータベースのテーブルスペースの暗号化処
理に利用しています。VMware、Citr ix、Oracle、オープンソース
Linuxコミュニティー（Xen）などのハイパーバイザー・プロバイダー
は、ゲストOS 上でインテル® AES-NIをサポートします。最終的に
は、これらの各社を含むハイパーバイザー・ベンダーと、多くのミド
ルウェア /アプリケーション・サーバー・ベンダーがネイティブ環境で
インテル® AES-NIをサポートする見込みです。

IT 管理者は、インテル® AES-NIをサポートする各ベンダーが提供す
る最先端のソリューションを利用して、企業データを効率的に保護で
きます。これにより、企業は安心してクラウド・コンピューティングを導
入し、大きなビジネス価値を実現できます。

インフラストラクチャーのセキュリティー確保

多くの IT環境では、アプリケーションとワークロードの移行は、依然と
して手作業に依存しています。クラウド・コンピューティングは、データ
センター内およびデータセンター間でアプリケーションを無停止で移
行するための優れた自動化機能を提供します。これにより、負荷分散、
フェイルオーバー、無停止での保守管理、災害復旧の機能を向上し、
厳格なサービスレベル・アグリーメントも容易に達成できます。ただし、
データとアプリケーションを移行する場合は、移行先のインフラストラ
クチャーの安全性を確保する必要があります。

インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー 2（インテル® 
TXT）は、2つの方法でこの問題を解決します。

•  起動時の攻撃に対する保護：インテル ® TXTは、システムとソフト
ウェアが改ざんのされていない「既知の良好な状態」でのみ起動す
るようにします。これにより、新たな起動時の攻撃が仮想インフラス
トラクチャーのセキュリティー環境に侵入するのを防ぎます。

•  セキュリティー検証に役立つ正確な情報：インテル® TXTは、セキュ
リティー環境の監視と評価に役立つ情報を提供します。HyTrust、
Paral le ls、VMwareなどのソフトウェア・ソリューション・プロバイ
ダーの製品は、インテル® TXTが生成した情報を「信頼のおけるリ
ソースプール」の確立と維持に利用します。これにより、機密情報
を含むワークロードや基幹業務系のワークロードの運用（および移
行）を安心して実行できます。

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー 3（インテル® VT）は、
これらの利点をさらに強化します。インテル® VTは、共有インフラスト
ラクチャー上で処理される複数のワークロード同士を完全に隔離する
ことにより、データとアプリケーションの保全性と機密性を保護します。
インテル® VTには、インテル® VT FlexMigrationが含まれています。
インテル® VT FlexMigrat ionは、異なる世代のインテル® Xeon® プ
ロセッサー搭載サーバー間で、実行中の仮想マシンを停止させること
なくライブ・マイグレーションできます。インテル® VTとインテル® TXT
を組み合わせることで、既存の実行中のアプリケーションを簡単かつ
安全な方法で、新しい信頼のおけるインフラストラクチャーへと移行で
きます。

クラウド環境におけるセキュリティーと法令順守の検証

企業データとアプリケーションに安全な環境を確保する技術がクラウ
ド・インフラストラクチャーに組み込まれていることを確認しただけで
は、まだ不十分です。企業データが自社のデータセンターに置かれて
いるか、あるいはパブリック・クラウド・インフラストラクチャーを利用し
ているかを問わず、その IT環境のセキュリティー・レベルを監査して、
動的にリスクを特定し、法令順守を検証できなければなりません。

インテル® TXTは、仮想化環境の厳密なセキュリティーおよび法令順
守の監査に必要なデータを提供します。インテルは、RSAをはじめと
する大手セキュリティー・ソリューション・プロバイダーと協力して、検
証ソリューションの開発を促進しています。

•  専用のセキュリティー管理ツール：インテル® TXTによって提供さ
れるデータの監視と分析を行い、セキュリティーに影響を与えるイ
ベントと条件をわかりやすく表示します。これらのツールによって、
法令順守の検証、リスクの特定、迅速な対応によるリスクの軽減が
可能となります。

•  ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）ソフトウェア：大きな
ビジネス要件の観点から、得られたデータを評価します。これによ
り、企業のセキュリティーおよび法令順守体制をポリシーベースで
一元的に評価することが可能となります。また、この情報を管理ダッ
シュボード上に表示して、いつでも利用できます。
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1  インテル® AES New Instructions（インテル® AES-NI）を利用するには、インテル® AES-NIに対応したプロセッサーを搭載したコンピューター・システム、および命令を正しい手順で実行する他社製ソフトウェ
アが必要です。インテル® AES-NIは、インテル® Core™ i5-600デスクトップ・プロセッサー・シリーズ、インテル® Core™ i7-600モバイル・プロセッサー・シリーズ、インテル® Core™ i5-500モバイル・プロセッ
サー・シリーズで利用できます。提供状況については、各 PCメーカーなどにお問い合わせください。詳細については、http://software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-
instructions-aes-ni/（英語）を参照してください。

2  すべての条件下で絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー（インテル® TXT）を利用するには、インテル® バーチャ
ライゼーション・テクノロジー、インテル® TXTに対応したプロセッサー、チップセット、BIOS、Authenticated Codeモジュール、インテル® TXTに対応した Measured Launched Environment（MLE）を
搭載するコンピューター・システムが必要です。さらに、インテル® TXTを利用するには、システムが TPM v1.sを搭載している必要があります。詳細については、http://www.intel .co. jp/jp/technology/
security/ を参照してください。

3  インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーに対応したインテル® プロセッサー、BIOS、および仮想マシンモニター（VMM）を搭載したコンピューター・システムが必要です。
機能性、性能もしくはその他の特長は、ご使用のハードウェアやソフトウェアの構成によって異なります。ご利用になるOSによっては、ソフトウェア・アプリケーションとの互換性がない場合があります。各 PCメー
カーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/technology/virtualization/を参照してください。 

  インテル製品は、予告なく仕様や説明が変更されることがあります。機能または命令の一覧で「留保」または「未定義」と記されているものがありますが、その「機能が存在しない」あるいは「性質が留保付であ
る」という状態を設計の前提にしないでください。これらの項目は、インテルが将来のために留保しているものです。インテルが将来これらの項目を定義したことにより、衝突が生じたり互換性が失われたりして
も、インテルは一切責任を負いません。この情報は予告なく変更されることがあります。この情報だけに基づいて設計を最終的なものとしないでください。本書で説明されている製品には、エラッタと呼ばれる設
計上の不具合が含まれている可能性があり、公表されている仕様とは異なる動作をする場合があります。現在確認済みのエラッタについては、インテルまでお問い合わせください。最新の仕様をご希望の場合
や製品をご注文の場合は、お近くのインテルの営業所または販売代理店にお問い合わせください。本書で紹介されている注文番号付きのドキュメントや、インテルのその他の資料を入手するには、1-800-548-
4725（アメリカ合衆国）までご連絡いただくか、http://www.intel.co.jp/を参照してください。
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クラウドの可能性を最大限に引き出すインテルの技術

インテル® Xeon® プロセッサー搭載サーバーは、現在データセン
ターに最も広く導入されているサーバーであり、この業界の幅広いク
ラウド・ソリューションによるエコシステムの基盤となります。最新の
インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台には、インテル® AES-NI、
インテル® TXT、インテル® VTが搭載されています。これらの技術は、
クラウド・コンピューティング固有のセキュリティー脅威の解決に役立
ち、企業によるクラウド・ソリューションの導入を促進します。

これらの新しい技術は、IT 業界全体がクラウド・コンピューティング
へ移行する際に、ITアーキテクトや ITマネージャーが直面する問題
を解決し、リスクを軽減する目的でインテルが進めている幅広い活動
の一環をなすものです。インテルは、インテル® Open Data Center 
In it iat iveを推進しています。この構想は、エコシステム・パートナー
やエンドユーザーとの協力により、高い柔軟性と幅広い選択肢を確
保しながら、これまで以上に効率的で、シンプルかつ安全なクラウド・
データセンターの実現を目指す包括的な取り組みです。

インテルは世界中の大企業の IT 部門およびサービス・プロバイダー
と密接に協力しています。またインテルは、大手グローバル企業の
ITマネージャーで構成される独立団体である Open Data Center 

Al l ianceに技術アドバイザーとして参加しています。Open Data 
Center Al l ianceは、次世代クラウド・データセンターの優先度の高
い利用モデルのロードマップを策定し、相互接続性に優れた、業界標
準規格に基づくマルチベンダー・ソリューションの要件を定義していま
す。インテルは、この情報に基づいて、多くの利用モデルの要件に沿っ
た製品および技術を提供します。さらにインテルは、大手システム /ソ
リューション・プロバイダーと密接に協力して、相補的な製品およびソ
リューションを提供するとともに、インテル® クラウド・ビルダーズ・プロ
グラムで策定されたリファレンス・アーキテクチャーとベスト・プラクティ
スを通じて、これまで以上に簡単でリスクが小さいクラウド・コンピュー
ティングを促進していきます。

クラウドへの移行を安心して進められるソリューション

多くの企業では、自社の IT 戦略にクラウド・コンピューティングをす
でに組み込み始めています。クラウド・ソリューションの導入ペース
は、今後数カ月～数年にわたって加速していくことが予想されます。
インテルはこの進化の中心にあって、世界で最も広く導入されている
サーバー・アーキテクチャー上で業界をリードする先進のテクノロジー
を提供します。クラウド・ソリューションの基盤としてインテルの製品を
選択することで、企業データの安全性に対する信頼が確保され、クラ
ウドへの移行を安心して進められます。

関連情報

インテルのクラウド・コンピューティング・リソースの詳細については、http://www.intel .com/ja_JP/ itcenter/c loud/を参照してください。
インテルのセキュリティー技術の詳細については、http://www.intel .com/technology/security/を参照してください。
インテル® TXTの詳細については、http://www.intel .co . jp/ jp/technology/malwarereduction/を参照してください。
インテル® AES-NIの詳細については、http://www.intel .co . jp/ jp/technology/dataprotect ion/を参照してください。
インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーの詳細については、http://www.intel .co . jp/ jp/technology/virtual izat ion/を参照してく
ださい。
Open Data Center Al l ianceの詳細については、http://www.opendatacenteral l iance.org/ japan/を参照してください。
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