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概要
企業は、かつてないほど厳しい競争に直面しています。革新的なビジネスモデルが市場に 
混乱をもたらし、最大手の組織ですら、ビジネス手法の根本的な見直しを迫られています。
企業は、市場における有利な立場を維持し、新しいサービスを提供して新たな顧客を獲得、
保持し、コストをできるだけ低く抑えるために、イノベーションを必要としています。
  
そうしたプロジェクトの中心となるのが、企業のクラウドです。入念に設計されたクラ
ウドは、ビジネスの意思決定者にこれまでにない俊敏性をもたらし、新しいサービスや
ビジネスモデルを絶え間なく迅速に開発することで、常にイノベーションを推進する 
機会を生み出します。また同時に、パフォーマンス、コスト、弾力性の要件を満たしながら、
ITの運用効率も向上させます。

ただし、企業が仮想化されたクラウド・インフラストラクチャーを構築するためには、
情報のセキュリティー、規制への準拠、サーバーの地理的配置、地理的な壁、信頼性につ
いても考慮しなければなりません。こうしたテクノロジーは経営のスピ－ドアップと 
コスト削減に貢献しますが、企業が対処すべきセキュリティーやコンプライアンスに 
固有のリスクも生み出します（図1を参照）。これらのリスクはデータ・プライバシーや
ガバナンスに直接影響します。なぜなら、仮想ワークロードとそのデータは、異なる部門
間や、地理的位置の違いを越えて移動する可能性があるからです。
 
機密情報のセキュリティー侵害は、ビジネスに壊滅的な打撃を与え、訴訟問題に発展し
かねません。セキュリティー侵害が発生した場合、それを解決することは IT部門の責任
です。こうした問題を回避するには、すべてのシステム、すべてのハイパーバイザーが 
信頼された状態を確立するソリューションが必要です。
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図1. クラウド・インフラストラクチャーのコンプライアンスと信頼性を強化します。このソリュー
ションは、企業がセキュリティーとコンプライアンスの問題に対処できるように支援します。
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そして、すべての課題を克服するには、クラウド自体を適切な
アーキテクチャー・モデルに基づいて構築しなければなり 
ません。業界のコンセンサスは、ソフトウェア・デファインド・
インフラストラクチャー（SDI）への移行に向かっています。SDI
とは、迅速で適応性の高いソフトウェアによって環境全体を 
制御するというビジョンであり、こうした要件を満たす存在で
あると考えられています。

HyTrust、VMware、そしてインテルは、ITリーダーおよびビジネ
スリーダーを支援するクラウド・ソリューションを提供するた
めにタッグを組みました。彼らはこのソリューションを利用して、
ハードウェアによる信頼のルート機能に基づき、信頼性と規制
準拠の要件を満たす仮想化インフラストラクチャーの構築を目
指します。信頼のルートとは、インテル ® Xeon® プロセッサーが
実現する機能で、システムにおけるその他のセキュリティー 
要素の基盤となります。このソリューションにより、企業は、 
ITインフラストラクチャーの信頼性、セキュリティー、コンプラ
イアンスを強化し、さらに仮想化とクラウドのメリットをフル
に活用できるようになります。

仮想インフラストラクチャーにおける信頼の重要性
インフラストラクチャーの信頼を獲得するには、そこに含まれ
るホスト、データストア、ハイパーバイザー、ガバナンスの信頼
も確立する必要があります。つまり、想定される構成を用いて、
既知の場所にホストを設置しなければなりません。また、仮想
データストアは暗号化して、ワークロードとホストが信頼され
ている場合のみ復号できるようにする必要があります。

プラットフォームとハイパーバイザーの信頼性を提供すること
で、インテルのテクノロジーとHyTrustのクラウド対応製品、
HyTrust* CloudControl（HTCC）およびHyTrust* DataControl
（HTDC）は、VMwareの仮想化クラウド・インフラストラクチャー
が必要とする制御、可視性、データ・セキュリティー、管理、 
コンプライアンスのための基盤を確立します。これらのソリュー
ションを導入することで、IT部門はワークロードを信頼された
プラットフォームのみで実行するようにポリシーを適用できま
す。例えば、地理的位置を定義する場合、特定のデータとワーク
ロードが想定以外の場所で使用されないように制限することが
できます。定義したポリシーを公開することで、信頼された場所
でのデータの暗号化と復号が可能になります。一方、IT部門は 
監査を実施して、すべてのユーザーとプロセスがポリシーに従っ
ているかどうか確認できます。

すべてのクラウドで信頼を確立
システム証明書は、システムとハイパーバイザーの信頼性を 
検証して確立するための重要なプロセスです。サーバーが起動
すると、HyTrustおよびVMwareのソリューション、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）、トラステッド・プラットフォーム・モジュール（TPM）は、
安全な証明書プロセスを利用してシステムとハイパーバイザー
が信頼されているかどうかを検証します。TPM（またはハード
ウェアによる信頼のルート機能）は、基本的にはキーと検証 
結果を保管、取得、証明する暗号化プロセッサーです。 

信頼されたインフラストラクチャー上でHyTrust* ソフトウェ
アを利用する場合、管理者は信頼されたコンピューティング・
プールを定義でき、クラウドでのワークロードの配置、確認、 
修復、レポート機能を提供できます。信頼されたコンピュー
ティング・プールを利用することで、IT部門はダイナミック・ 
クラウド環境のメリットを得ることができ、さらに価値が高い
重要なワークロードに対してより高レベルな保護を適用するこ
とができます。また、こうしたワークロードを一般的なアプリ
ケーション・ワークロードから分離することもできます。これ
らのソリューションは、ポリシーと信頼情報に基づいて、あらか
じめ定義しておいた地理的境界の範囲内に特定のワークロード
とデータが留まるように制限できます。

セキュリティー管理者は、仮想ワークロード・レベルで制限ポリ
シーと境界を設定、適用することができるので、特定のシス 
テムを使って特定のデータにアクセスできるのは管理者のみと
なります。さらに、ソリューションの監査およびログ機能を利用
することで、セキュリティー・フォレンジック分析に必要不可
欠な、権限を持つ管理者の行動を細かく検証することも可能に
なります。

ソリューションの中身を見る
信頼されたクラウド・ソリューションは、VMwareの仮想化 
ソフトウェア、物理サーバーまたは仮想サーバー上で稼動する
HyTrust* CloudControlおよびHyTrust* DataControl製品、TPM、
さらにインテル ® Xeon® プロセッサーに内蔵されたインテル ® 
TXTで構成されます。TPMは、現在市販されているほとんどの 
エンタープライズ・クラス・コンピューターでサポートされてい
ます。インテル® TXTは、大手サーバーメーカーが提供するほとん
どのインテル ® Xeon® プロセッサー搭載サーバーにあらかじめ 
組み込まれています。VMwareは、VMware vSphere*および
VMware ESXi*をベースとする機能を有効にし、インテル ® TXT、
TPM、HyTrust* ソリューションのダイレクトな統合サポートを 
提供します。

インテル ® TXTには、信頼されたエグゼキューション・プロセス
が含まれています。ハードウェアとソフトウェアの組み合わせを
使用して、ハードウェアによる信頼のルート機能を確立します。
HTDCとHTCCは、証明書から取得した情報をクラウドの制御、
可視性、管理のために必要不可欠な基盤として使用し、セキュリ
ティーを飛躍的に高めます。

サーバー、BIOS、ハイパーバイザーの検証（地理的位置が含まれ
ているサーバーのアセットタグを含む）結果は、TPMに保管され
ます。サーバーが起動すると、HyTrust Trust Attestation Service
は、インテル ® TXTを使用して、BIOS、OS、アセットタグ、その他
のコンポーネントの起動検証を暗号化された既知の正しい値の
データベースと比較することで、総合的なハードウェア・ベース
の信頼を確立します。システム起動時の検証がBIOS、ファーム
ウェア、ハイパーバイザーの想定値と一致する場合、システムは
信頼ラベルを適用し、一致しない場合は、非信頼ラベルを適用し
ます。HTCCは、その結果を利用して、管理者がワークロードの
配置などのポリシーを、信頼されたコンピューティング・プール
と呼ばれるサーバーグループに適用できるようにします。
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インテル ® Xeon® プロセッサーには、インテル ® AES New 
Instructions（インテル ® AES-NI）が組み込まれています。これ
は暗号化データの操作パフォーマンスを高めるように設計され
た専用の命令セットです。暗号化、復号、キーの再生成プロセス
では、これらの命令を検出して自動的に使用します。

HyTrustおよびVMwareのソリューションは、世界中のあらゆ
る場所にあるデータのセキュリティーを一元管理し、制御性と
可視性を強化します。WebベースのHyTrust* ソリューション
とHTCC管理コンソールは、構成のカスタマイズとポリシーの
セットアップに使用され、仮想化環境の安全確保に役立ちます。
このコンソールでは、仮想管理者の認証オプションを設定したり、
vCenter Server*およびホストを管理したり、セキュリティーを
適用するためのテンプレートとポリシーチェックを定義したり、
ログを表示するためのメニューを提供します。仮想データセン
ターでの管理者のあらゆる行動（試行、拒否、承認）の詳細なリア
ルタイム・ログを取得するとともに、各企業のセキュリティー・
ポリシーの適用を行います。

VMware vSphere*および VMware vCenter*は、強力かつ全面
的な仮想化機能とシンプルな統合ハイパーバイザー管理を提供し
ます。多くの企業はクラウド環境の管理用にVMwareの仮想化 
ソリューションをすでに使用していているため、HTCCソリュー
ションの既存VMware* インフラストラクチャーへの統合は簡単
です。

VMware vSphere*と互換性のある仮想アプライアンスである
HTCCは、VMware vCenter*と緊密に統合され、互いに依存関係

にあります。HTCCはインフラストラクチャーとVM管理者の間
で待機し、リクエストが送信されると、そのリクエストが組織の
セキュリティー・ポリシーに適合しているかどうか判断した上
で、送信を許可または拒否します（図2を参照）。そして、すべて
のリクエストをログに残すことで、IT部門が監査、トラブル
シューティング、分析に使用できる記録を生成します。HTCCは、
プライベート・クラウド、ログ記録、Active Directory®、ルート 
アクセス、2要素認証、仮想インフラストラクチャー・セグメン
テーション、ホスト・ハードニング、マルチテナント・ポリシー適
用、第2承認サービス、暗号化、キー管理のサポートを提供します。

HTDCソフトウェアは、堅牢で柔軟性に優れたデータ・セキュリ
ティーおよびデータ暗号化 /復号ソリューションです。ポリシー
ベースのキー管理により、すべてのポリシーを自動的に一元管
理します。このソフトウェアはVMの一部なので、暗号化はVM
とともに物理ホスト間を移動します。HTDCは、データ所有者が
キーの完全な所有権を保持するための独自のキー管理機能も提
供します。

HTCCとHTDCの堅牢な機能と柔軟性を活用することで、企業
は信頼性のある地理的な境界制御を割り当てることができます。
ハードウェア・ベースの地理的位置のタグとポリシー規則の使
用により、システムの設置場所とともに、ワークロードとデータ
の実行場所も制御できます。さらに、データの復号と実行を、 
信頼済みのシステム上および /または既知の承認された場所で
のみ許可するように指定できます。境界制御により、特定のポリ
シーを適用してワークロードを確実に分離するなど、豊富な 
ビジネス事例を活用してデータ・セキュリティーを確保できます。
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図2. インテル、VMware、HyTrustのテクノロジーを組み合わせることで、データとワークロードを信頼されたサーバーのみに移行し、そこで処理す
ることが可能になります。
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図3. 信頼されたコンピューティング・プールへのHTCCおよびHTDCの相互接続。

まとめ
HyTrust、VMware、インテルのソリューションで強化された信頼
性は、仮想化クラウド環境でのデータ・セキュリティー、地理的位
置、データ制御を支えています。管理者は、こうしたソリューショ
によって、仮想ワークロード・レベルで一貫したポリシーと境界を
設定、適用することが可能となります。その結果、権限を持ったユー
ザーのみが特定のシステムを使用できるようになります。すべて
の行動はログに記録されて、監査用に使用されます。そして、 
ソリューションの緻密な制御により、管理者とユーザーの行動を
ポリシーの範囲内に制限することができます。図3は、HTCCおよ
びHTDC製品が安全なクラウド環境で信頼されたコンピュー
ティング・プールにどのように接続されるかを示しています。

IT部門が仮想インフラストラクチャーのどのシステムやハイ
パーバイザーが信頼されているかを把握できれば、効果的にリ
スクを軽減し、セキュリティーを強化できます。これらのクラウ
ド・ソリューションを導入することで、企業の IT組織は、信頼さ
れたクラウド・インフラストラクチャーを構築し、ミッション・

クリティカルなビジネス運用におけるセキュリティーおよび
コンプライアンス・ニーズに対処できます。
 
規制要件は国ごとに異なりますが、その目指すところはほぼ同
じです。要件としては、損失や違反が発生したときにリスクを 
軽減するためのデータ保護項目、地理別または部門レベル別で
のデータの場所と移動に関する可視性と制御性の項目、データ 
アクセスや使用に関する監査性の項目などがあります。

インテルと、VMware、HyTrustは、ITリーダーおよびビジネス
リーダーがクラウド・コンピューティングのメリットをフルに
活用し、ビジネスを保護するために必要な最高レベルのデータ
保護、可視性、監査性を維持するためのソリューションを共同で
開発しました。

自分たちの組織に最適なソリューションを探しているなら、ま
ずはインテル担当者に問い合わせるか、ITセンターに登録する
か、http://www.intel.co.jp/cloud/をご覧ください。

インテルは、明示されているか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。ここにいう保証には、商品適格性、特定目的への適合性、および非侵害性の黙示の保証、ならびに履行の過程、取引の
過程、または取引での使用から生じるあらゆる保証を含みますが、これらに限定されるわけではありません。インテル ® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェ
アやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。実際の性能はシステム構成によって異なります。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。各システムメーカーにお問い合わせください。インテルは、本資料で参照しているサードパーティーのベンチマーク・データまたはWebサイトについて管理や監査を行っていません。本資
料で参照しているWebサイトにアクセスし、参照データが正しいかどうか確認することをお勧めします。結果はインテル社内での分析またはアーキテクチャーのシミュレーションあるいはモデリン
グに基づくものであり、情報提供のみを目的としています。システム・ハードウェア、ソフトウェア、構成などの違いにより、実際の性能は掲載された性能テストや評価とは異なる場合があります。
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