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プライベート・データベース・クラウドのセキュリティ 
 

エグゼクティブ・サマリー 

クラウド・コンピューティングが進化、成熟するにつれて、経済的圧力が従来のIT運用の課題となっ
ていたエンタープライズ市場からの関心が急速に高まっています。多くの会社や政府は、ITコストの
増大に直面しています。これは、従来のシステム、ソフトウェア・ライセンス、消費電力、および
運用オーバーヘッドなど、複数の原因によるものです。このようなコストの増大は、従来のIT組織の
非効率性（プロジェクトベースの資金調達、リソースの未活用、冗長な手動プロビジョニング時間、
組織的なサイロなど）によってさらに悪化します。クラウド・コンピューティングは、ITサービスの
標準化、使用率と俊敏性の向上、および迅速な応答性によるコスト削減によって、これらの問題に
対処することを目的としたものです。 

一方で、プライベート・クラウドの採用を検討している多くの企業にとって最も重要な関心事は、
インフラストラクチャ自体、およびインフラストラクチャで格納/処理される情報のセキュリティで
す。特に、高水準の規制や顧客の機密データを扱う分野の企業にとって、クラウドの統合戦略やセ
ルフ・サービス機能は大きな課題となる可能性があります。クラウド環境では、IDおよびアクセス
管理の豊富なメカニズムと、シングル・サインオンなどの便利な機能を両立させることは必須です。 

クラウドでの情報とソフトウェア・アセットの保護は難しい場合があります。システムがデータ所
有者によって直接制御されないパブリック・クラウド環境では特に難しいといえます。プライベー
ト・クラウドの場合は、環境が組織の壁の内側にあるため、このリスクは少し軽減されます。ただ
し、他の部門や下位組織からの重要なデータの保護が問題となります。 

 

プライベート・データベース・クラウドではいくつかのデプロイメント・モデルを使用できます。
このホワイト・ペーパーでは、おもにデータベース統合に適用できるセキュリティ・リスク、軽減、
および一般的に利用されているプラクティスに重点を置いて説明します。このデータベース統合で
は、リソースの単一プール上で複数のデータベースが統合されており、クラウド・プールとも呼ば
れます。アーキテクチャと用語について詳しくは、『Private Database Cloud Overview』を参照して
ください。 
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プライベート・データベース・クラウドのセキュリティ 
 

一般的に利用されているセキュリティのプラクティスと指針 

最小権限の原則 

最小権限の原則は、アクセスを最小レベルに制限しながら、アプリケーションを通常どおり機能さ
せることです。たとえば、アプリケーションの所有者や管理者が、業務の実行に必要なデータ、ア
プリケーション、システム、および権限にしかアクセスできないようにします。このアプローチに
よって、安定性が向上し、動作が予測しやすくなります。たとえば、権限のないユーザーが故意や
不注意で権限ファイルを削除したり、重要なプロセスを停止したりすることはできません。また最
小権限によって、実装が必要な権限やロールが減るため、アプリケーション・デプロイの平均時間
が短縮されます。 

ただし、最小権限の原則は実施がもっとも難しい指針の1つです。最小権限の原則を正しく実施する
には、組織が次の知識を持つ必要があります。 

1. データの種別 

2. 機密データの格納場所についての知識 

3. ユーザー・アクセス・ライフサイクル管理の確実な自動化 

これらの指針は通常のアプリケーション・デプロイメントにも適用されますが、クラウドでは最小
権限の原則がより重要になり、関連性が深くなります。テナントでは、セキュリティの独立性があ
る程度必要となるからです。 

多重防御 

多重防御とは、情報アーキテクチャのすべてのレイヤーで制御行うことです。クラウド・アーキテ
クチャでは、この指針に従うことがより重要です。重点領域には、ハードウェア（物理的アクセス）、
オペレーティング・システム、ハイパーバイザ、仮想マシン、ストレージ、データベース、アプリ
ケーション・サーバー、アプリケーション、ネットワーク、コンシューマ・ポータル、およびクラ
ウドの自動化と管理用インタフェースが含まれます。アーキテクチャ設計のおもな目標の1つは、本
番環境と開発環境の分離です。従来のアーキテクチャでは、これが個別のサーバー、ストレージ・
システム、およびネットワーク・サブネットを使用して実行されます。クラウド・アーキテクチャ
では、この目標の達成のためにクラウド・プールを使用することが主流になりつつあります。クラ
ウド・プールは、データの機密性、業種、アクセスするユーザーの種別などによって分割されます。
クラウド・プールとは、テナントによって共有される共通のリソース・セットを意味します。この
ホワイト・ペーパーでは、クラウド・プールはOracle RACクラスタを意味します。 
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プライベート・データベース・クラウドのセキュリティ 
 

プライベート・データベース・クラウドのセキュリティの問題と脅威 

現在のクラウドを代表するテクノロジーの収束により、イニシアチブに別の脅威が生まれています。
これを複雑にしているのは、クラウド環境ではインフラストラクチャの従来の境界が変わり、クラ
ウド環境で一般的に見られる信頼境界や変化の速度、スケールのレベルが変更される可能性がある
という事実です。特に、これらが原因でクラウド・インフラストラクチャ内部やそれ自体の管理の
複雑さが、リスクと見なされる可能性があります。クラウド内の変化の速度は、攻撃の速度に比例
します。たとえば、変化の速度が上がれば、脅威が現れる可能性も増えます。このような脅威は通
常、クラウド・インフラストラクチャの管理と関連します。もっとも重要なのは、現在のセキュリ
ティやガバナンスのプロセスと制御によって、これらをすべて管理できるということです。クラウ
ド環境で発生する可能性がある潜在的な脅威の例を次に示します。 

サイド・チャネル侵入 

適切に保護されていないクラウド環境では、システムのマルチテナントや近接性によって、隣接す
るシステムやアプリケーションからのデータ/システム破損のリスクが高まる可能性があります。こ
のような脅威は、デフォルトのセキュリティ・ポリシー、システム強化、および強固なコンパート
メント化によって安全が確保された強力なセキュリティ・アーキテクチャを利用することで解決で
きます。 

データ漏えい 

既存のITシステムと同様、クラウド・システムで実行されているテナント間では、データの漏えいや
開示の可能性が常にあります。これに対処するには、データ暗号化/アクセス制御メカニズムなどの
適切な制御を用意する必要があります。またクラウド環境では、データベース・サービスのプロビ
ジョニング解除後に、データの残りがメモリやディスクに残っていると、データ漏えいが起こる可
能性があります。この脅威を解決するアプローチの1つは、スクラブ・プロセスを行うことで、デー
タの一貫性を保持することです。同様に、クラウド環境では異なるテナント間でデータ漏えいが起
こらないようにする必要があります。データの重要性によっては、残りの情報を保護する実践的な
方法の1つとして、デプロイメントを物理的に分離し、残りの情報が存在する可能性があるこのよう
なデプロイメント環境へのアクセスを制限するという方法があります。これは、クラウド以外のアー
キテクチャでも同じです。 

プラットフォームへの攻撃/脅威の増幅 

適切に保護されていないクラウド環境が、共同テナントや外部システムに対する、さまざまなシス
テム間/内の攻撃の起点ポイントとなる場合があります。これにより、共同テナントである複数のシ
ステムのカスケード障害の原因となる可能性があります。脅威の増幅とは、クラウド環境では他の
環境（クラウド以外の環境など）と比べ、問題がより速く広範囲に伝播するということです。また
脅威に対し、タイムリーな対応やリカバリができにくくなる可能性が高まります。この課題は、包
括的かつ適切に管理されたセキュリティ/ガバナンス・プロセスを準備し、脅威が発生/拡散する前に
検出、管理、修正することで解決できます。 
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プライベート・データベース・クラウドのセキュリティ 
 

分散サービス拒否（DDoS）攻撃 

サービス拒否（DoS）攻撃とは、動作に必要なリソースを奪われることにより、ユーザーやアプリケー
ションが使用または機能できなくなることです。分散サービス拒否（DDoS）とは、1つのターゲッ
トに対し、多数の障害システムによる大規模なDoS攻撃が行われることです。DoS/DDoSは、サービ
スやビジネス機能（顧客向けのWebサイト、電子メール、ネットワークなど）の損失をもたらしま
す。DDoS攻撃は、クラウド環境に対して行われることもあります。この結果、リソースやサービス
がアクセス不可になったり、提供できなくなったりする可能性があり、システム・パフォーマンス
の低下や使用不可の状態になる場合があります。このような脅威は、適切なシステム・リソース監
視/管理、システムのレプリケーション、およびフェイルオーバー・プロセスによって解決できます。
一般的なDoS攻撃は、バッファ・オーバーフロー攻撃です。通常は、DoS攻撃によって、ビジネス・
データが必ずしも盗まれたり失われたりするわけではありません。ただし、会社のビジネスや信頼
性が損なわれる可能性があります。 

複雑さ 

複雑さは、あらゆるコンピューティング環境における本質的かつ潜在的な脅威です。複雑さが増す
とセキュリティ・リスクも高まります。コンポーネントが増えれば、コンポーネント間の攻撃対象
となる面や相互作用が増えます。システム環境にさまざまな構成やコンポーネント（複数のO/Sバー
ジョンの保守、複数ベンダーの追跡など）が含まれると、コンポーネントの管理がより難しくなり
ます。 

オラクルのプライベート・データベース・クラウドという方法では、合理化/標準化された環境を重
視することで、複雑さを軽減します。管理対象を減らすことで、各コンポーネントに対し、細かく
注意を払うことができます。またデータ・ストアを統合すれば、その監視を一元化できます。これ
に対し、サイロ化した環境では、データ・ストアが標準プロセス以外で処理される可能性が高くな
ります。また、強力なセキュリティ・ポリシー/プロシージャの実施、および標準プロセスによるユー
ザーのクラウドへのプロビジョニングと環境の廃止によって、複雑さを解消することもできます。 
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プライベート・データベース・クラウドのセキュリティ 
 

プライベート・データベース・クラウドのテナント・セキュリティ 

プライベート・データベース・クラウド・アーキテクチャの詳細の形成にあたり、セキュリティは
重要な役割を果たします。組織は、セキュリティ要件、信頼境界、および脅威プロファイルについ
て、明確に規定しておく必要があります。データベース・セキュリティには、データにアクセスす
る方法、理由、人に関する包括的なアプローチが含まれます。また組織は、プライベート・データ
ベース・クラウド環境全体で信頼を確立/伝播し、脅威を軽減する方法を理解する必要があります。
組織は、セキュリティ・ポリシーの定義対象/方法、アクセス管理方法、監査/コンプライアンス要件
への適合方法について、プライベート・データベース・クラウド内のプロバイダやコンシューマの
確実な機能を前提として理解する必要があります。詳しくは、さまざまなプライベート・データベー
ス・クラウドのモデルを参照してください。 

データベースはクラウド環境の中核です。データベースには通常、プロバイダとコンシューマのもっ
とも機密性の高い重要な情報が含まれるためです。また、データベースはセキュリティの多重防御
アプローチの中心でもあります。データベースをロック・ダウンし、最小権限に従って認可された
アクセスだけを許可すれば、データの損失や障害のリスクが大幅に軽減します。これはクラウド環
境に限ったことではありませんが、統合密度の高い構成（プライベート・データベース・クラウド
の一般的な構成）の場合、この結果が顕著に表れます。 

クラウドに移行/プロビジョニングする前に、アプリケーションのセキュリティ品質保証契約（SLA）
をしっかりと定義する必要があります。セキュリティ・ポリシー・ベースのテンプレートを使用す
ることで、一貫性のあるデプロイメント戦略を適切なレベルのセキュリティSLAに使用できます。た
とえば、アプリケーションのセキュリティ要件が厳格なため、そのデータを他のアプリケーション
と一緒に保管できない場合があります。 

マルチテナント・クラウドのセキュリティは、常にクラウド・デプロイメントにおける主要な懸念
事項です。企業コンプライアンスの維持と、共有インフラストラクチャ・モデルの費用対効果の向
上を両立させるには、いくつかの重要な課題があります。コンプライアンスを満たすため、特定の
アプリケーション向けに厳密に分離した構成にすると、運用効率が下がり、クラウド全体の価値が
低下します。この課題を解決するには、クラウド・アーキテクチャの設計時に、データベースのプ
ロビジョニング、プロビジョニング解除、およびデータ・アクセス制御に関するセキュリティ・ポ
リシーを入れておく必要があります。 

データベースをプロビジョニングして適切なレベルのセキュリティSLAを満たすには、次の3つのア
プローチを使用できます。 

• 別のスキーマをプロビジョニングして、オラクルの表領域暗号化（TDE）を使用する。 

• 同じクラウド・プール内の別のデータベースをプロビジョニングして、アプリケーションを
ホストする。 

• コンプライアンスにより規制されるデータがタイプ別に保持されているアプリケーション
向けに、特別にクラウド・プールを構築する。 
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プライベート・データベース・クラウドのセキュリティの強化 

クラウド・プロバイダは、あらゆる面のセキュリティ（インフラストラクチャ、O/S、データベース
のセキュリティなど）を確実にする必要があります。次の表は、セキュリティ・シナリオと、それ
ぞれがプライベート・データベース・クラウドのデプロイメントに与える影響について示したもの
です。 

セキュリティの分離の 

ユースケース 

セキュリティの処理 

自分のデータが、クラウドDBA

によってアクセス/閲覧されな

いようにする方法 

レルムを使用するDatabase Vaultを使用して、アプリケーションやスキーマ・データを不正アクセスから保護しま

す。これにより、他のテナントやDBAからの、ユーザー・データへのアクセスを防ぐことができます。 

統合構成内でセキュリティの分

離を保つ方法 

データベース・サーバーへのアクセスを最小限にします（Sql*Net Pipeのみのアクセスなど）。クラウドDBAに対

しては、データベース・サーバーへの物理的アクセスのみ許可することを推奨します。サーバー・アクセスが必要

なユーザーには、権限コマンドのsudoアクセス権が設定されたDBA用の所定のユーザー・アカウントを実装しま

す。システム構成をさらに強化するには、ロール・ベースのアクセス制御（RBAC）を検討してください。 

顧客の機密データがある場合に

コンプライアンス規制を満たす

方法 

Transparent Data Encryption（TDE）は、パブリック/プライベート・データ・プライバシとセキュリティ上の義務

（PCIなど）に関する暗号化要件に対応しています。 

PCI-DSS、PII、HIPPAのデータセットの分離は、ビジネスごとに定義/義務付けられたセキュリティSLAに応じて、

さまざまな方法で処理されます。顧客の機密データセットを顧客自身の表領域セットに分離し、表領域の暗号化を

実装します。 

現在使用のネットワーク・トラ

フックの保護が可能であるかど

うか 

ネットワーク・データのセキュリティには、保護が必要なトラフィックやその宛先によって、さまざまなアプロー

チがあります。 

Oracle Database Firewallを使用すれば、ネットワーク上のSQLデータベースのアクティビティをリアルタイムに

監視して、帯域外のSQLトラフィックを監視できます。SQL文法ベースのテクノロジーを使用して、不正なトラン

ザクションがデータベースに到達しないようブロックします。また、クライアントのソース・ネットワークの場所

に基づいて、データベースへのアクセスを制限します。この機能によって、DoS攻撃を軽減し、防御することもで

きます。また、Oracle Database Firewallとサード・パーティ・テクノロジー（F5 BIG-IP Application Security Manager

（ASM）など）を組み合わせて、2層の、ネットワーク末端での保護を提供し、データベース・トラフィックを保

護します。 

Oracle Advanced Securityオプション - ネットワーク暗号化は、ネイティブ暗号化のほか、SSLでのデジタル証明

書の使用による認証をサポートしています。これにより、クライアントとサーバー間の通信を保護する機能が提供

されます。SSL機能は、スタンドアロンでも、他のAdvanced Security認証でサポートされている方法と組み合わ

せても実装できます。たとえば、SSLの暗号化とKerberosの認証を組み合わせることができます。クライアントと

アプリケーション・サーバー間でSSL暗号化を有効にし、さらにアプリケーション・サーバーとDBサーバー間の

Sql*Net暗号化と組み合わせることを推奨します。 

ネットワークの分離とセキュリティについては、次のホワイト・ペーパーを参照してください。 

http://www.oracle.com/technetwork/database/focus-areas/database-cloud/ntwk-isolation-pvt-db-cloud-1587225.pdf 
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3つのA：認証（Authentication）、認可（Authorization）、および監査（Auditing） 

多重防御のアプローチの一部として、3つのA（認証（Authentication）、認可（Authorization）、
および監査（Auditing））があります。オラクルは、ユーザー・データ・アクセスのさまざまなポイ
ントで、これらの3つのAに取り組む各種製品および機能を提供しています。クラウド・プロバイダ
は、ビジネス・ニーズや既存のアーキテクチャ/標準に基づいて、実装する機能や製品を決定する必
要があります。Oracle Databaseセキュリティを有効化するテクノロジーと機能は次のとおりです。 

製品 説明 認証/監査/認可 

Oracle Database 

Vault 

権限データベース・ユーザーの最小権限アクセスを行います。 

ルールと要素を使用して、データにアクセスできる人、場所、時期、および方法を厳守します。 

アプリケーションがエンタープライズ・データ・ガバナンスを回避および実施できないようにします。 

管理者による、管理対象データベース内のデータ閲覧を制限します。 

管理者が、データベースの非定型の変更を実行できないようにします。 

認可、認証 

Oracle Audit Vault 異種ソースからのセキュアなウェアハウス内部のデータベース監査を統合します。 

疑わしいアクティビティについてほぼリアルタイムにアラートを出し、原因をドリルダウンします。 

一元化された監査ポリシー管理 

標準のコンプライアンス・レポート 

監査 

Oracle Adaptive 

Access Manager 

Oracle Identity 

Manager-LDAP 

アプリケーション・ベースのセキュリティにより、クライアントが認証/認可されるようにします。 

これはLDAPと統合できます。クライアントは、サーバーやデータベースとの接続前に認証されます。こ

の認証/認可には、Oracle RACサービスを含めることができます。 

 

この認証は、サーバー側およびデータベースのアクセスに不可欠です。 

認可、認証 

Oracle Label 

Security 

所属する顧客に基づいてデータを分類します。 

権限レベルに基づいてユーザーを分類します。 

データベースによって、データの挿入時に自動的にデータが分類されます。 

データベースによって、データに対する行レベルのアクセスが実施されます。 

認可 

オラクルのセキュ

アなテスト・データ

管理 

非本番環境で、アプリケーション・データをセキュアに使用できるようにします。 

アプリケーション開発者やテスト担当者が、機密データを閲覧できないようにします。 

参照整合性は自動的に維持されるため、アプリケーションは引き続き動作します。 

OracleデータベースとOracle以外のデータベースで機能します。 

認可 

Oracle Database 

Firewall 

データベース・アクティビティを監視してSQLインジェクションを防ぎます。 

精度の高いSQL文法ベースの分析によって、コストのかかる誤検出を最小限に抑えます。 

ホワイト・リストやブラック・リストに基づく、柔軟なSQL実施オプションです。 

スケーラブルなアーキテクチャにより、すべてのデプロイメント・モードでエンタープライズ・パフォー

マンスを提供します。 

認可、認証 

Oracle Advanced 

Security 

表領域の透過的なデータ暗号化により、アプリケーション・データを安心して暗号化できます。 

データベース・トラフィックを送信中に暗号化します。 

組込みの鍵管理で、暗号鍵を管理します。 

データベース・ユーザーの強力な認証により、より確実なID認証が可能です。 

認可 
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製品 説明 認証/監査/認可 

保護アプリケー

ション・ロール 

パスワードで保護された手順でロールがアクティブ化されるため、アプリケーションに対してのみロール

を付与できます。これにより、アプリケーション・アカウントとデータベース・アカウントの両方を持つ

ユーザーが、アプリケーションのセキュリティ制御をすり抜けることを防ぐことができます。 

認可 

仮想プライベー

ト・データベース

（VPD） 

リクエストの作成時に、認可されたレコードのみを返すレコード・レベル・セキュリティです。VPDによっ

て、その表のポリシーに基づいて条件が追加されます。 

認可 

プロキシ認証 アプリケーションのユーザーがログインすると、ユーザーの資格証明がデータベースに渡され、軽量の

セッション・コンテキスト中に、監査/レポート用に保存されます。 

認可 

標準のデータベー

ス監査 

監査情報（データベースのログイン試行の失敗を含む）が取得されます。 監査 

 

コンプライアンス規制とオラクルのセキュリティ製品 

次の表は、さまざまなコンプライアンス規制と、これらの規制要件に対応するため、オラクルの製
品/機能がどのようにマッピングされているかについて示したものです。 

規制 影響 Oracle製品 

HIPAA 

1996年の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）では、すべて

の患者の医療情報を、電子的に格納、保持、送信する際に保護し、プライバシと

機密性を保護する必要があると規定しています。また、各ユーザーに機密情報へ

のアクセスを許可する前に、これらのユーザーを一意に識別する必要があるとも

定めています。 

Oracle Advanced Security （ Oracle 

ASO）、Oracle Data Masking、Oracle 

Database Vault お よ び Oracle Audit 

Vault、TDE 

米国サーベンス・ 

オクスリー法 

2002年の米国サーベンス・オクスリー法（SOX）では、公開企業は自社の財務管

理の精度と整合性について検証する必要があると規定しています。SOXでは、企

業が自社の内部統制について文書化/評価するだけでなく、財務システムへのアク

セスを制御する必要があると定めています。セクション404には、IDおよびアク

セス管理（IAM）ソリューションによって解決できる内部統制アクティビティと

コンプライアンス・リスクについて記載されています。 

Oracle DB Vault、Oracle ASO 

グラム・リーチ・ 

ブライリー法 

金融機関が保持する顧客レコードのプライバシと保護について規定しています。

これらのセキュリティ要件には、顧客情報システムへのアクセス制御、電子的な

顧客情報の暗号化、システム変更によるセキュリティへの影響を防ぐ手順、およ

び監視システムによる実際の攻撃や侵入の検出が含まれます。 

Oracle DB Vault、Oracle ASO、TDE 
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PCI-DSS 

クレジットカード業界のデータ・セキュリティ標準（PCI-DSS）には、6つの領

域にグループ化された12個の要件が含まれます。これらの領域とは、セキュアな

ネットワークの維持、カード会員の保護、脆弱性管理プログラムの維持、強力な

アクセス制御手段の実装、ネットワークの監視とテスト、および情報セキュリ

ティ・ポリシーの維持です。 

Oracle DB Vault、Oracle ASO、TDE 

欧州連合（EU） 

PIPEDA 

データ保護条令 

この条例では、個人データに関する個人の権利について定めています。 

 

これは厳格なデータ・プライバシ・イニシアチブとして記載されており、適切に

保護されたデータのみをEU圏外に送信できるとするガイドラインには、企業の域

外という含意があります。 

Oracle DB Vault、Oracle ASO、TDE 

カリフォルニア州

のSB 1386 

カリフォルニア州のSB 1386では、（個人消費者の情報を含む）セキュリティ侵

害について、企業が報告する必要があると定めています。個人情報として定義さ

れているのは、社会保障番号、運転免許証番号またはカリフォルニア州のIDカー

ド番号、口座番号、（個人の金融口座にアクセスできる）クレジット/デビット・

カード番号と必要なセキュリティ・コード、アクセス・コード、パスワードの組

み合わせです。 

Oracle ASO、TDE 

マサチューセッツ

州のデータ保護法、

201 CMR 17.00 

マサチューセッツ州の201 CMR 17.00では、次のように定めています。“[マサ

チューセッツ]州の住人に関する個人情報を所有、ライセンス、格納、保持するす

べての人は、個人情報を持つすべての人や企業が、適切な保護システムによって、

個人情報への不正アクセスを防ぎ、コンピュータ・システムのファイアウォール/

マルウェア保護を行い、パブリック・ネットワークやワイヤレスで送信される（個

人情報を含む）すべてのデータを暗号化するように必要がある。” 

Oracle DB Vault、Audit vault、Oracle 

Firewall 
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結論 

プライベート・データベース・クラウド・アーキテクチャは、効率的かつセキュアに実装/管理され
ていれば、組織に大きなメリットをもたらします。プライベート・データベース・クラウドのよう
な統合されたマルチテナント構成においては、テナントの独立性がアーキテクチャの非常に重要な
側面となります。適切な独立性がないと、テナントが意図的にまたは誤って共有リソースを乱用し
たり、隣のテナントのセキュリティを害したりする可能性があります。適切な独立性によって、環
境の共有リソースを公平かつセキュアに使用できます。 

組織は、オラクルのデータベース・セキュリティ製品を使用してクラウドベース・アーキテクチャ
で標準化することにより、使用率と効率を上げ、機密性とコンプライアンス要件に基づいてデータ
を識別、評価、グループ化できます。この結果、効率的で一貫性のあるデータ保護が可能となり、
セキュリティが強化され、複雑さが軽減された環境を実現できます。これらによるおもな利点は、
重要情報を提供するツールをすぐに確実に使用できるため、監査者がコンプライアンスをより迅速
に認証できるという点です。 
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追加情報 

トピック URL 

プライベート・クラウド

でのデータベース統合 

http://www.oracle.com/jp/products/database/database-private-cloud-wp-360048-ja.pdf 

PCI基準への持続可能な

コンプライアンス 

http://www.oracle.com/us/products/database/security-pci-dss-wp-078843.pdf 

11gR2ネットワークの 

保護 

http://docs.oracle.com/cd/E16338_01/server.112/b56296/tdpsg_network_secure.htm 

11gR2によるSSLと 

ファイアウォール 

http://docs.oracle.com/cd/E16338_01/network.112/b56286/asossl.htm#ASOAG9679 

11gR2のリスナー・ 

セキュリティ 

http://docs.oracle.com/cd/E16338_01/network.112/b56285/guidelines.htm#DBSEG504 

Oracle Database Vault http://docs.oracle.com/cd/E16338_01/server.112/b56297/dvintro.htm#DVADM001 

Oracle Solaris 11のネッ

トワーキング 

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/o11-137-s11-net-virt-mgmt-525114.pdf 

Solaris 11 で のア プリ

ケーション・トラフィッ

クの制限 

http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/o11-095-s11-app-traffic-525038.html 

 

 

 

 

 

13 

http://www.oracle.com/jp/products/database/database-private-cloud-wp-360048-ja.pdf
http://www.oracle.com/us/products/database/security-pci-dss-wp-078843.pdf
http://docs.oracle.com/cd/E16338_01/server.112/b56296/tdpsg_network_secure.htm
http://docs.oracle.com/cd/E16338_01/network.112/b56286/asossl.htm%23ASOAG9679
http://docs.oracle.com/cd/E16338_01/network.112/b56285/guidelines.htm%23DBSEG504
http://docs.oracle.com/cd/E16338_01/server.112/b56297/dvintro.htm%23DVADM001
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/o11-137-s11-net-virt-mgmt-525114.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/o11-095-s11-app-traffic-525038.html


プライベート・データベース・クラウドのセキュリティ  

 

プライベート・データベース・クラウドの 

セキュリティ 

2012年7月 

著者：Nitin Vengurlekar 

共著者：Burt Clouse、Raj Kammend、 

Tim Read、Troy Anthony、Steve Enevold、 

Joel Weise 

Oracle Corporation 

World Headquarters 

500 Oracle Parkway 

Redwood Shores, CA 94065 

U.S.A. 

海外からのお問い合わせ窓口： 

電話：+1.650.506.7000 

ファクシミリ：+1.650.506.7200 

www.oracle.com 

 

 
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.本文書は情報提供のみを目的として提供されており、ここに記載される内容

は予告なく変更されることがあります。本文書は、その内容に誤りがないことを保証するものではなく、また、口頭による明示的保証や法律に

よる黙示的保証を含め、商品性ないし特定目的適合性に関する黙示的保証および条件などのいかなる保証および条件も提供するものではありま

せん。オラクルは本文書に関するいかなる法的責任も明確に否認し、本文書によって直接的または間接的に確立される契約義務はないものとし

ます。本文書はオラクル社の書面による許可を前もって得ることなく、いかなる目的のためにも、電子または印刷を含むいかなる形式や手段に

よっても再作成または送信することはできません。 

 
OracleおよびJavaはOracleおよびその子会社、関連会社の登録商標です。その他の名称はそれぞれの会社の商標です。 

 
IntelおよびIntel XeonはIntel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARC商標はライセンスに基づいて使用されるSPARC 

International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴおよびAMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devicesの商標また

は登録商標です。UNIXはX/Open Company, Ltd.によってライセンス提供された登録商標です。0611 

 

 
 


	エグゼクティブ・サマリー
	一般的に利用されているセキュリティのプラクティスと指針
	最小権限の原則
	多重防御

	プライベート・データベース・クラウドのセキュリティの問題と脅威
	サイド・チャネル侵入
	データ漏えい
	プラットフォームへの攻撃/脅威の増幅
	分散サービス拒否（DDoS）攻撃
	複雑さ

	プライベート・データベース・クラウドのテナント・セキュリティ
	プライベート・データベース・クラウドのセキュリティの強化
	3つのA：認証（Authentication）、認可（Authorization）、および監査（Auditing）
	コンプライアンス規制とオラクルのセキュリティ製品

	結論
	追加情報

