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実施綱領 
クラウドセキュリティアライアンスが作成したCloud Assessment Initiative Questionnaire（CAIQ）は、クラウドサービス事

業者が各社のセキュリティ慣行を正確に記述するための標準テンプレートです。CAIQのフォーマットはおおむね、基本的

なクラウド管理の項目をあげたCloud Controls Matrix（CCM）に基づいています。CAIQを使用すると、お客様が利用してい

るクラウドサービス・プロバイダーのセキュリティ慣行を確認し、そのサービスの利用に伴うリスクを判断することができ

ます。 

CCMとCAIQに関する詳細は、クラウドセキュリティアライアンスのサイト

（https://cloudsecurityalliance.org/research/artifacts/）でご覧いただけます。 

このCAIQバージョン3.1に含まれる回答は、以下の「対象となるオラクルのクラウドサービス」に記載されている、オラク

ルの特定のクラウドサービスに関連するものです。 

詳細な情報はOracle Corporate Security（オラクルの企業セキュリティ）のサイトに掲載されており、本文書のCAIQに対す

る回答中でも参照先を示しています。このページは一般に公開されています。https://www.oracle.com/corporate/security-
practices/ 
本文書に関する具体的なご質問は、オラクルのアカウント営業担当者にお問い合わせください。 

 

免責事項 
本文書（オラクルの特定のサービスに関連する回答を含む）は、いかなる種類の保証もなく「現状のまま」提供されるもの

とし、オラクルの裁量で予告なく変更されることがあります。本文書（オラクルの特定のサービスに関連する回答を含む）

は、お客様がオラクルの特定のサービスについて内部的に評価する際に、その参考情報としてのみご利用いただけます。本

文書は、お客様とオラクル、またはオラクル正規販売代理店（該当する場合）との間のいかなる契約も、または契約上の表

現も創出するものではなく、その一部を構成または変更するものでもありません。お客様がオラクルのサービスを購入する

場合、提供されるサービスの範囲および関連する制約条件は、お客様とオラクル、またはオラクル正規販売代理店（該当す

る場合）との間の当該契約によって決定されます。本文書およびその内容に関するすべての所有権および知的財産権はオラ

クルおよびそのライセンサーが保持するものとし、オラクルまたはそのライセンサーの所有権について本文書に含まれる表

示または通知をお客様が削除または変更することはできません。 

オラクルのサービスによって提供される管理がお客様の要件を満たすかどうかは、お客様が判断の義務を負います。また、

「はい/いいえ」の回答と、割り出された「実施中」の指標は、添付されたコメントや条件とあわせて読む必要があり、サー

ビスの多様性と複雑性を考慮すると、あらゆる場合に無条件に該当するわけではないことに留意してください。説明および/
または補足文書は、特典や「はい/いいえ」の回答とは無関係に、オラクルの回答および管理を構成します。本文書に掲載し

た回答は、具体的に記載されたサービスにのみ適用され、他の製品またはサービスでは異なる管理が行われる場合がありま

す。  

https://cloudsecurityalliance.org/research/artifacts/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/
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対象となるオラクルのクラウドサービス 
Oracle Cloud Infrastructure (OCI)は、可用性の高いセキュアなホスティング環境で幅広いアプリケーションやサービスを構

築して実行できる、一連の補完的なクラウドサービスです。OCIは、オンプレミス・ネットワークから簡単にアクセスでき

る柔軟なオーバーレイ仮想ネットワークで、高パフォーマンスのコンピューティング機能とストレージ容量を提供します。

OCIは、クラウド・ネイティブなワークロードやエンタープライズITワークロードを実行する高パフォーマンスのコン

ピューティング能力も提供します。OCIの詳細は、https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/home.htmを参照してくださ

い。 

この文書に掲載した回答は、Oracle Cloud Infrastructureの基盤となるアーキテクチャ、境界、およびコンポーネントに関す

るものです。回答は、Cloud Control Matrix（CCM）バージョン3.1の評価基準に基づくCloud Security Alliance Security, 
Trust, Assurance and Risk（CSA STAR）と同じコンテキストで提供されています。 

対象となるのは、オラクルの以下のサービスです。 
アカウント管理 
アナリティクス・クラウド 
異常検出 
APIゲートウェイ 
Application Performance Monitoring 
アーカイブ・ストレージ 
アーティファクト・レジストリ 
監査 
Cloud at Customer上のAutonomous 
Database 
専用Exadataインフラストラクチャ上

のAutonomous Database 
共有Exadataインフラストラクチャ上

のAutonomous Database 
ベア・メタルおよび仮想マシン・

データベース・システム 
要塞 
ブロック・ボリューム 
Blockchain Platform 
証明書 
クラシック移行 
クラウド・アドバイザ 
クラウド・ガード 
クラウド・シェル 
コンピュート 
コンソールのお知らせ 
Container Engine for Kubernetes 
コンテンツ管理 
データ・カタログ 
データ・フロー 

データ統合 
データ・ラベリング 
データ・セーフ 
データ・サイエンス 
データ転送 
データベース管理 
データベース移行 
データベース・ツール 
DDoS保護 
DevOps – ビルド・サービス 
DevOps – デプロイメント・パイプラ

イン 
DevOps – プロジェクト・サービス 
DevOps – ソースコード管理 
デジタル・アシスタント 
電子メール配信 
イベント 
Exadata Cloud at Customer 
Exadata Cloud Service 
FastConnect 
ファイル・ストレージ 
ファンクション 
Fusionアナリティクス・ウェアハウ

ス 
GoldenGate 
ヘルス・チェック 
Identity and Access Management
（IAM） 
統合 
Java管理 
言語 

ロード・バランサ 
ロギング 
ログ・アナリティクス 
管理エージェント 
マーケットプレイス – Consumer 
モニタリング 
MySQLデータベース 
ネットワーク・ロード・バランサ 
ネットワーキング 
NoSQLデータベース 
通知 
オブジェクト・ストレージ 
オペレーション・インサイト 
オペレータ・アクセス・コントロー

ル 
OS管理 
レジストリ 
リソース・マネージャ 
検索 
セキュリティ・ゾーン 
サービス・コネクター・ハブ 
音声 
ストリーミング 
タグ付け 
脅威インテリジェンス・サービス 
ボールト 
Vision 
VMWareソリューション 
VPN接続 
脆弱性スキャン 
ウェブ・アプリケーション・ファイ

アウォール 
  

https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/home.htm
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以下のリージョン、可用性ドメイン、points of presence（POP）に配置： 

商用リージョン 
オーストラリア東部（シドニー） 
オーストラリア南東部（メルボルン） 
ブラジル東部（サンパウロ） 
ブラジル南東部（ヴィニェード） 
カナダ南東部（モントリオール） 
カナダ南東部（トロント） 
チリ中央（サンチアゴ） 
フランス南部（マルセイユ） 
ドイツ中央（フランクフルト） 
インド南部（ハイデラバード） 
インド西部（ムンバイ） 
イスラエル中央（エルサレム） 
イタリア北西部（ミラノ） 
日本中央（大阪） 
日本東部（東京） 

オランダ北西部（アムステルダム） 
サウジアラビア西部（ジェッダ） 
シンガポール（シンガポール） 
南アフリカ中央（ヨハネスブルグ） 

韓国（春川） 
スウェーデン中央（ストックホルム） 
スイス北部（チューリッヒ） 
アラブ首長国連邦東部（ドバイ） 
アラブ首長国連邦中央（アブダビ） 
イギリス南部（ロンドン） 
イギリス西部（ニューポート） 
アメリカ合衆国東部（アッシュバーン） 
アメリカ合衆国西部（フェニックス） 
アメリカ合衆国西部（サンノゼ） 

政府機関向けリージョン 
イギリス政府南部（ロンドン） 
イギリス政府西部：（ニューポート） 
アメリカ国防総省東部：（アッシュバーン） 
アメリカ国防総省北部（シカゴ） 

アメリカ国防総省西部：（フェニックス） 
アメリカ政府東部（アッシュバーン） 
アメリカ政府西部（フェニックス） 

オフィス施設、セキュリティ・ネットワーク運用センターなど： 
インド、バンガロール 
アイルランド、ダブリン 
インド、ハイデラバード 

リトアニア、カウナス 
アメリカ合衆国、ニューハンプシャー州、ナシュア 
アメリカ合衆国、ワシントン州、シアトル 
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CONSENSUS ASSESSMENT INITIATIVE QUESTIONNAIRE（CAIQ） 
コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 

アプリケーションとイン

タフェース・セキュリ

ティ： 
アプリケーション・セ

キュリティ 

AIS-01.1 業界標準（OWASP Software 
Assurance Maturity Model、ISO 
27034など）を、システム/ソフト

ウェア開発ライフサイクル

（SDLC）のセキュリティに組み込

むために利用していますか。 

製品開発ライフサイクルのすべてのフェーズをカバーするOracle Software Security 
Assurance（OSSA）は、製品の設計、構築、テスト、保守にセキュリティを組み込む

オラクルの手法です。製品がお客様によってオンプレミスで使用されているのか、

Oracle Cloudを通じて提供されているのかは関係ありません。オラクルの目標は、オラ

クルの製品がお客様のセキュリティ要件を満たしつつ、最も費用対効果の高い所有者体

験を提供することです。 
オラクル製品が一貫して高いセキュリティ保証のもとで開発されることを保証し、開発

者がコーディング上の一般的なミスを回避できるように、オラクルは正式にセキュアな

コーディング標準を採用しています。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/を参照してくだ

さい。 

AIS-01.2 コードに存在するセキュリティ上の

欠陥を本番環境の前に検出するため

に、自動化されたソースコード解析

ツールを利用していますか。 

Oracleコードのセキュリティテストには、製品の機能と品質を検証するうえで必要な機

能的アクティビティおよび非機能的アクティビティが含まれています。そうしたテスト

は、対象となる製品の機能が重なっていることも少なくありませんが、目標は異なって

おり、異なるチームによって実施されます。機能的セキュリティテストと非機能的セ

キュリティテストは、相互を補完しながら、オラクル製品のセキュリティを包括的にカ

バーします。 
ソースコードの静的なセキュリティ解析は、製品開発サイクルの最初の防衛線です。オ

ラクルは、HP社傘下のFortify Software社による静的コードアナライザと、社内開発し

たさまざまなツールを使用して、コードを書いている最中にも問題を発見します。最新

のプログラミング言語（C/C++、Java、C#など）やプラットフォーム（J2EE、.NET）
で開発された製品は、セキュリティ上の問題がないかどうか識別するためにスキャンさ

れます。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-
practices/assurance/development/analysis-testing.htmlを参照してください。 

AIS-01.3 コードに存在するセキュリティ上の

欠陥を本番環境の前に検出するため

に、手動のソースコード解析を利用

していますか。 

Oracle Developersは、Oracleコードに存在するセキュリティ上の欠陥を本番環境の前に

検出するために、静的および動的な解析ツールを利用しています。識別された問題は、

優先順位と重大度の高い順に評価、対処されます。オラクルの経営陣は、問題の識別と

解決に関するメトリックを追跡しています。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-
practices/assurance/development/analysis-testing.htmlを参照してください。 

AIS-01.4 ソフトウェア・サプライヤーが、シ

ステム/ソフトウェア開発ライフサイ

クル（SDLC）のセキュリティに関

する業界標準に従っていることを確

認していますか。 

Oracle Software Security Assurance（OSSA）ポリシーでは、セキュリティ上の目的か

ら、サードパーティ・コンポーネント（Oracle Cloudで使用されるオープンソース・コ

ンポーネントや従来のオラクル製品ディストリビューションで配布されるものなど）を

適切に評価することを求めています。  

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/development/analysis-testing.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/development/analysis-testing.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/development/analysis-testing.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/development/analysis-testing.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/development/analysis-testing.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/development/analysis-testing.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
また、オラクルはサプライチェーンの安全性管理の要件を定義する正式なポリシーと手

順も定めています。サプライチェーンには、オラクル製品に組み込まれる可能性のある

サードパーティのハードウェアおよびソフトウェアの選択方法、オラクルの企業環境お

よびクラウド環境で使用されるサードパーティ技術の評価方法などが該当します。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/supply-chain/を
参照してください。 

 AIS-01.5 （SaaSのみ）本番環境にデプロイ

する前に、アプリケーションにセ

キュリティの脆弱性がないかどうか

検証し、問題があればすべて対処し

ていますか？ 

OCIには適用されません。ただし一般的には、Corporate Security Architectureは、さま

ざまなプログラムを管理し、オラクルの運用やサービス、クラウドなどあらゆる事業部

門を担当するリーダーシップや運用セキュリティチームと連携して複数の手法を活用し

ます。オラクルのアーキテクチャのセキュリティを管理するプログラムの一例が、

CSSAP（Corporate Security Solution Assurance Process）です。CSSAPでは、プロ

ジェクトのライフサイクル全体を通じて適切なレビューの実施を義務付けることによっ

て、革新的なクラウド・ソリューションや企業アプリケーションの提供を加速させ、プ

ロジェクトと次の各レビューとの完全性を図ることができます。 
事前レビュー：各事業部門のリスク管理チームは、承認されたテンプレートを使用し

て、各プロジェクトの事前審査を実施する必要があります。 
CSSAPレビュー：セキュリティ・アーキテクチャ・チームが提出された計画をレ

ビューし、技術上のセキュリティ設計レビューを実施します。 
セキュリティ評価レビュー：本番環境で使用する前に、リスクレベルに基づいて、シス

テムおよびアプリケーションに対するセキュリティ検証テストを実施します。 

アプリケーションとイン

タフェース・セキュリ

ティ： 
顧客のアクセスに関する

要件 

AIS-02.1 データ、資産、情報システムへのア

クセスを顧客に許可する前に、顧客

のアクセスに関して特定されたセ

キュリティ上、契約上、および規制

上の要件がすべて契約として対処さ

れ、修正されていますか。 

オラクルが提供しているクラウドサービスについては、Oracle Cloud Services 
ContractsとCloud Delivery Policiesのドキュメント

（https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/）を参照してください。 
Oracle Cloudサービスの使用における法規制の遵守については、顧客が単独で責任を負

います。顧客は、契約に署名する前に、その規制上の義務に起因する要件をオラクルに

伝える必要があります。 

 AIS-02.2 顧客のアクセスに対するすべての要

件と信頼レベルが定義され、文書化

されていますか。 

顧客の環境へのアクセスに対する信頼レベルを確立し、実施する責任は顧客が負い、プ

ロビジョニング・プロセスで考慮する必要があります。テナンシの設定の詳細は、

https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/GSG/Concepts/settinguptenancy.htmを参照

してください。 

アプリケーションとイン

タフェース・セキュリ

ティ： 
データの完全性 

AIS-03.1 データ管理のポリシーと手順では、

データの入力と出力の完全性ルーチ

ンを検証するための監査を要求して

いますか。 

オラクルのセキュアなコーディング標準は、開発者が安全なコードを作成するための

ロードマップであり、ガイドです。このガイドでは、設計の原則、暗号化、通信セキュ

リティ、共通の脆弱性などの全般的なセキュリティ知識の領域について説明していま

す。これらの標準では、データ検証、CGI、ユーザー管理などのトピックに関する特定

のガイダンスを定めています。 
オラクルの開発者は全員、このような標準に精通し、製品の設計や構築に適用しなけれ

ばなりません。コーディング標準は何年にもわたって練り上げられ、ベストプラクティ

スだけでなく、オラクル内部の製品評価チームによって継続して実施されている脆弱性

テストから学んだ教訓も組み込まれています。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/supply-chain/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/supply-chain/
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/
https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/GSG/Concepts/settinguptenancy.htm
https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/GSG/Concepts/settinguptenancy.htm
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/development/を
参照してください。 

 AIS-03.2 データ入出力の完全性ルーチン

（例：MD5/SHAチェックサム）を

アプリケーション・インタフェース

やデータベースに実装し、手動また

はシステムによる処理エラーやデー

タの破損を防止していますか。 

Cloud Infrastructure（OCI）は、Oracle Software Security Assuranceに従い、そのセ

キュアコーディング標準に準拠することが求められます。これらの標準は、オーバーフ

ローやインジェクションの防止、機密情報の保護、入出力の検証など、さまざまな問題

に対するガイダンスになります。Oracle Software Security Assuranceプロセスの詳細

は、こちらを参照してください。 
http://www.oracle.com/us/support/assurance/index.html 
なお、顧客はOCI上で各種のワークロードを運用することが可能であり、運用するシス

テム上に同様の仕組みが存在することを確認する必要があります。 

アプリケーションとイン

タフェース・セキュリ

ティ： 
データのセキュリティ/完
全性 

AIS-04.1 データセキュリティ・アーキテク

チャは、業界標準（CDSA、
MULITSAFE、CSA Trusted Cloud 
Architectural Standard、
FedRAMP、CAESARSなど）を用

いて設計されていますか。 

オラクルの企業セキュリティ・アーキテクトでは、社内の情報セキュリティ技術に関す

る方向性を定めることを支援し、オラクルのIT部門と事業部門がオラクルの情報セキュ

リティ目標を推進する情報セキュリティおよびアイデンティティ管理ソリューションを

適用するようにガイドします。オラクルのアーキテクチャのセキュリティを管理するプ

ログラムの一例が、CSSAP（Corporate Security Solution Assurance Process）です。 
CSSAPは、情報セキュリティ管理の包括的なレビューを目的として、企業セキュリ

ティ・アーキテクチャ、グローバル情報セキュリティ、グローバル製品セキュリティ、

オラクル・グローバルIT、およびオラクルのITの各組織が開発した、セキュリティ・レ

ビュー・プロセスです。 
CSSAPでは、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて適切なレビューの実施を義

務付けることによって、革新的なクラウド・ソリューションや企業アプリケーションの

提供を加速させ、プロジェクトと次の各レビューとの完全性を図ることができます。 
事前レビュー：各事業部門のリスク管理チームは、承認されたテンプレートを使用し

て、各プロジェクトの事前審査を実施する必要があります。 
CSSAPレビュー：セキュリティ・アーキテクチャ・チームが提出された計画をレ

ビューし、技術上のセキュリティ設計レビューを実施します。 
セキュリティ評価レビュー：本番環境で使用する前に、リスクレベルに基づいて、シス

テムおよびアプリケーションに対するセキュリティ検証テストを実施します。 

監査保証とコンプライア

ンス： 
監査計画 

AAC-01.1 実装されたセキュリティ管理の効率

と有効性をレビューするために、合

意された監査計画（範囲、目的、頻

度、リソースなど）を策定し、維持

していますか。 

OCIは、情報セキュリティ管理に関するISO/IEC 27002の実践のための規範（Code of 
Practice）におおむね沿ったポリシーのもとで運営されています。Oracle Cloud 
Infrastructureの内部統制は、独立した第三者監査機関による定期的なテストを受けてい

ます。このような監査は、認証業務基準（SSAE）18「サービス機関における統制の報

告」（以下「SSAE 18」）、国際保証業務基準（ISAE）3402「サービス機関における統制

の保証報告」（以下「ISAE 3402」）、国際保証業務基準（ISAE）3000「過去財務情報の

監査またはレビュー以外の保証業務」（以下「ISAE 3000」）または特定のOracle Cloud 
Infrastructureに適用される他の第三者の監査基準または手続きに基づいている場合があ

ります。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/development/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/development/
http://www.oracle.com/us/support/assurance/index.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 AAC-01.2 監査プログラムは、セキュリティ業

務の実装について、その有効性を考

慮していますか。 

OCIは、情報セキュリティ管理に関するISO/IEC 27002の実戦のための規範（Code of 
Practice）におおむね沿ったポリシーのもとで運営されています。Oracle Cloud 
Infrastructureの内部統制は、独立した第三者監査機関による定期的なテストを受けてい

ます。このような監査は、認証業務基準（SSAE）18「サービス機関における統制の報

告」（以下「SSAE 18」）、国際保証業務基準（ISAE）3402「サービス機関における統制

の保証報告」（以下「ISAE 3402」）、国際保証業務基準（ISAE）3000「過去財務情報の

監査またはレビュー以外の保証業務」（以下「ISAE 3000」）または特定のOracle Cloud 
Infrastructureに適用される他の第三者の監査基準または手続きに基づいている場合があ

ります。 

監査保証とコンプライア

ンス： 
独立した監査 

AAC-02.1 作成したSOC2/ ISO 27001あるいは

同様の第三者機関による監査または

承認レポートの参照を、テナントに

認めていますか。 

Oracle Cloud Servicesに関する監査レポートは、オラクルの第三者監査人により定期的

に公開されています。レポートは、どのサービスにも、どの監査タイプにも、または常

に利用可能であるとは限りません。顧客は、利用可能なカスタマーサポート・ツールま

たは営業部門を通じて、特定のOracle Cloudサービスで利用可能な監査レポートへのア

クセスを要求することができます。 

 AAC-02.2 クラウドサービス・インフラのネッ

トワーク侵入テストを少なくとも年

に1回、実施していますか。 

オラクルは、自社のインフラ、製品、サービスのセキュリティ強度を評価する目的で、

セキュリティ専門家の専門チームを維持しています。そのチームが、さまざまなレベル

で補完的なセキュリティテストを実施します。 
運用セキュリティスキャンは、オラクルのすべてのシステムおよびサービスに関する通

常のシステム管理の一部として実行されます。この種の評価には、市販のスキャンツー

ルやオラクル独自の製品（Oracle Enterprise Managerなど）を含むツールが主に利用さ

れます。運用セキュリティスキャンの目的は、主に未承認で安全でないセキュリティ設

定を検出することです。 
侵入テストも定期的に実施し、システムがオラクルの企業標準に即して設定されている

かどうか、そのシステムが運用上の脅威環境に耐えうるかどうか、インターネットに浸

透している敵対的スキャンに対抗できるかどうかをチェックしています。侵入テストに

は、2つの形態があります。 
パッシブ侵入テストは、市販のスキャンツールや手作業で行われます。通常はインター

ネットを介して行われ、最小限のインサイダー知識で実行するのが普通です。パッシブ

テストは、既知の脆弱性を十分な信頼性と精度で確認し、開発またはクラウド運用が報

告された問題の存在を検証する目的で使用できるテストケースを作成するために使用さ

れます。 
パッシブ侵入テストは本番環境でのエクスプロイトを行わず、問題を確認するために最

低限必要なことをするだけです。たとえば、SQLインジェクションが悪用されてデータ

が流出することはありません。 
アクティブ侵入テストは、パッシブ侵入テストよりも侵入性が高く、発見された脆弱性

を悪用することも可能です。また、セキュリティチームは通常、1つのシステムから別

のシステムに移動することが許可されるため、パッシブ侵入テストよりも範囲が広くな

ります。もちろん、アクティブな侵入テストは、意図しない影響を本番システムに与え

ないよう、厳重に管理されます。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 AAC-02.3 クラウドインフラのアプリケーショ

ン侵入テストを、業界のベストプラ

クティスやガイダンスに沿って定期

的に実施していますか。 

オラクルは、外部向けシステムやクラウドサービスに対して、独立したセキュリティ

チームが実施する侵入テストを受けるよう要求しています。グローバル情報セキュリ

ティの侵入テストチームは侵入テストを実施し、他の社内セキュリティチームや承認さ

れたサードパーティが侵入テスト活動を実施する場合には全事業部門に対する監視を行

います。この監視は、侵入テスト活動とその関連手法について品質、精度、一貫性を向

上させるためのものです。オラクルは、テスト範囲と環境の定義、承認されたツール、

発見の分類、自動化および手動で試みる悪用のカテゴリ、結果報告の手順などを含めて

正式な侵入テストの要件を定めています。 
侵入テストの結果とレポートはすべて、オラクルの企業セキュリティチームによってレ

ビューされ、独立した徹底的なテストが実施されたことが検証されます。オラクルは、

事業部門が新しいシステムやクラウドサービスを本番稼働させる前に、重要な侵入テス

トの所見について是正を完了することを求めています。 
オラクルの企業システムおよびクラウドサービスの侵入テストに関する情報はオラクル

社機密情報であり、外部には公開されません。 

 AAC-02.4 少なくとも年に1回、内部監査を実

施していますか。 
内部監査は毎年実施しており、セキュリティと運用の手順が遵守されていることを確認

しています。 

 AAC-02.5 少なくとも年に1回、第三者による

監査を実施していますか。 
Oracle Cloud Servicesに関する監査レポートは、オラクルの第三者監査人により定期的

に公開されています。レポートは、どのサービスにも、どの監査タイプにも、または常

に利用可能であるとは限りません。顧客は、利用可能なカスタマーサポート・ツールま

たは営業部門を通じて、特定のOracle Cloudサービスで利用可能な監査レポートへのア

クセスを要求することができます。 
OCIは、情報セキュリティ管理に関するISO/IEC 27002の実践のための規範（Code of 
Practice）におおむね沿ったポリシーのもとで運営されています。OCIの内部統制は、

独立した第三者監査機関による定期的なテストを受けています。OCIサービスに関する

SOC 1、SOC 2、SOC 3、HIPAA、PCI、その他多くの標準証明レポートがオラクルの

第三者監査人により定期的に発行されます。 

 AAC-02.6 侵入テストの結果を、要求に応じて

テナントに公開していますか。 
一般提供に先立って、OCIはサービスの侵入テストを実施しています。内部および第三

者による侵入テストは、継続的に実施しています。テスト結果のサマリーは、NDAを締

結したうえで顧客に提供されます。 

 AAC-02.7 内部監査および外部監査の結果を、

要求に応じてテナントに公開してい

ますか。 

Oracle Cloud Servicesに関する監査レポートは、オラクルの第三者監査人により定期的

に公開されています。レポートは、どのサービスにも、どの監査タイプにも、または常

に利用可能であるとは限りません。顧客は、利用可能なカスタマーサポート・ツールま

たは営業部門を通じて、特定のOracle Cloudサービスで利用可能な監査レポートへのア

クセスを要求することができます。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
監査保証とコンプライア

ンス： 
情報システムに関する規

制の対応付け 

AAC-03.1 関連する管轄区域で規制要件の変更

を監視し、法的要件の変更に合わせ

てセキュリティ・プログラムを調整

して、関連する規制要件へのコンプ

ライアンスを確保する機能を含むプ

ログラムを導入していますか。 

オラクルの法務およびコンプライアンス組織は、グローバルな規制状況を監視し、オラ

クルのサービスに適用される法規制を識別します。これには、地域およびローカルチー

ムが関連法域における変化を監視することも含まれます。オラクルの法務は、企業セ

キュリティなどの他の組織と連携し、すべての事業部門におけるオラクルの規制義務へ

のコンプライアンスを管理しています。詳細は、https://www.oracle.com/legal/を参照し

てください。 
さらに、Oracle Global Trade Compliance（GTC）は、輸出入の監督、ガイダンス、実

施について責任を負い、オラクル全体で世界貿易に準拠したプロセスを実現します。詳

細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-
trade-compliance.htmlを参照してください。 
Oracle Cloudサービスの使用における法規制の遵守については、顧客が単独で責任を負

います。顧客は、契約に署名する前に、その規制上の義務に起因する要件をオラクルに

伝える必要があります。 

事業継続管理と運用レジ

リエンス： 
事業継続計画 

BCR-01.1 組織として、事業継続管理または

ディザスタ・リカバリや管理のため

の計画や枠組みがありますか。 

Risk Management Resiliency Program（RMRP）の目的は、オラクルの業務に影響を及

ぼす事業中断イベントに効率的に対応するためのビジネス回復力のフレームワークを確

立することです。 
RMRPのアプローチは、情報技術のディザスタ・リカバリ、計画外の緊急事態への初動

対応、重大インシデントの危機管理、事業継続管理など、いくつかのサブプログラムで

構成されています。このプログラムの目的は、オラクルへの悪影響を最小限に抑えて、

通常の営業状態が回復するまで重要なビジネスプロセスを維持することです。 
各サブプログラムは、それぞれ独自の多様性を持った分野です。ただし、緊急時対応、

危機管理、事業継続、ディザスタ・リカバリを集約することで、堅固な連携および連絡

体制をとることができます。 
オラクルのRMRPの一部として、OCIは内部的なビジネスインパクト分析（BIA）を実

施し、各OCIサービスのサービス回復力計画（SRP）を策定します。 
オラクルのRMRPは、イベントの発生時から緊急管理および事業継続の複数の側面に関

与し、状況的なニーズに応じて活用できるように設計されています。RMRPは、ローカ

ル、地域、そしてグローバルに実施および管理されます。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/resilience-
management/を参照してください。 

 BCR-01.2 依存しているサービスごとに、複数

のプロバイダーを確保しています

か。 

Oracle Cloudのデータセンターは、Uptime InstituteおよびTelecommunications Industry 
Association（TIA）のANSI/TIA-942-A Tier 3またはTier 4標準に準拠しており、重要な機

器の運用についてはN2冗長化方式に従っています。Oracle Cloud Infrastructureサービス

を収容するデータセンターは、冗長電源を使用し、広範囲な停電に備えて発電機のバッ

クアップを維持しています。サーバールームの温度や湿度は綿密に管理されており、消

火設備も完備しています。データセンターのスタッフは、セキュリティや可用性の問題

に対処するために、インシデント対応とエスカレーション手順のトレーニングを受けて

います。 

https://www.oracle.com/legal/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-trade-compliance.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-trade-compliance.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-trade-compliance.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/resilience-management/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/resilience-management/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/resilience-management/
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 BCR-01.3 ディザスタ・リカバリの機能はあり

ますか。 
地理的に回復力の高いデータセンター・オプションが多くのOCIサービスで利用できま

す。顧客は、別のプロバイダーにVMイメージを移動してデータをミラーリングし、追

加の可用性とフェイルオーバーを提供することもできます。顧客は、可用性、事業継続

およびディザスタ・リカバリに関する独自の要件を満たすクラウド・アーキテクチャを

設計して実装する責任を負います。顧客は、独自のリカバリ計画に従ってアプリケー

ションのリカバリを行い、当該計画を定期的にテストして可用性に関するコミットメン

トと自身の顧客の要件の達成に役立てるための手順を設計、策定、実施する責任を負い

ます。 
Oracle Cloud Hosting and Delivery Policiesには、Oracle Cloud Service Continuity 
Policy、Oracle Cloud Services High Availability Strategy、Oracle Cloud Services 
Backup Strategy、およびOracle Cloud Service Level Agreementが記載されています。

サービス固有のPillar Documentsには、特定のクラウドサービスに関する追加情報が記

載されています（https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-
delivery-policies.html）。 

 BCR-01.4 プロバイダー障害時に、上流プロバ

イダーでのサービス継続性を監視し

ていますか。 

オラクルのSupplier Information and Physical Security Standardsでは、サプライヤー

が、オラクルに提供する製品およびサービスの範囲を網羅するディザスタ・リカバリお

よび事業継続計画（BCP）を維持することを義務付けています。サプライヤーは、この

ような計画を少なくとも年に1回テストし、オラクルへのサービスに影響を与える事業

中断の可能性がある、または実現した場合、オラクルに通知する必要があります。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/suppliers.htmlを参照してください。 
OCIは、プロバイダー障害時にサービス継続性を監視しています。 

 BCR-01.5 依存しているサービスを含めて、運

用上の冗長性レポートへのアクセス

を提供していますか。 

Risk Management Resiliency Program（RMRP）の目的は、オラクルの業務に影響を及

ぼす事業中断イベントに効率的に対応するためのビジネス回復力のフレームワークを確

立することです。RMRPは、ローカル、地域、そしてグローバルに実施および管理され

ます。 
RMRPプログラムは、以下の4つのリスク管理機能で構成されています。 

1. 施設環境・健全性と安全性プログラムによる管理される緊急時対応 

2. グローバル物理セキュリティが運営する危機管理 

3. 事業継続管理。企業RMRPプログラム管理オフィスによる管理 

4. ディザスタ・リカバリ。Global Information Technologyが管理 
オラクルのIT組織は、DR計画を評価するために毎年DR演習を実施しています。演習で

得られた教訓は、標準的な運用やDRの手順に適宜、適切と思われる形で導入されま

す。これらのレポートはオラクル社機密情報です。 

https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/suppliers.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-physical-security.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 BCR-01.6 テナントトリガー型のフェイルオー

バー・オプションはありますか。 
テナントは、冗長性、高可用性、ディザスタ・リカバリ（DR）のために、地理的に離

れた複数の地域にインスタンスとサービスをデプロイするオプションを与えられていま

す。1つの可用性ドメイン（AD）で構成される地域もあれば、レイテンシを最小限に抑

えながらも障害分離され、同期レプリケーションと高い稼働時間を実現するために3つ
以上のADが物理的に近接している地域もあります。 

 BCR-01.7 事業継続計画や冗長化計画をテナン

トと共有していますか。 
オラクルのディザスタ・リカバリ（DR）計画は、オラクルの内部業務をサポートする

コンピューティング・インフラストラクチャの回復性に焦点を当てています。オラクル

の本番データセンターは地理的に離れていて、コンポーネントと電源の冗長性が確保さ

れており、影響を及ぼす事象が発生した場合にデータセンターのリソースを利用できる

ようにバックアップ発電機も設置されています。オラクルのDR計画は、こうしたデー

タセンターの分離と他のリカバリ戦略を組み合わせて、障害からの保護とサービスのリ

カバリの両方を実現しています。この計画はオラクル社機密情報です。 
オラクルのIT組織は、DR計画を評価するために毎年DR演習を実施しています。演習で

得られた教訓は、標準的な運用やDRの手順に適宜、適切と思われる形で導入されま

す。 

事業継続管理と運用レジ

リエンス： 
事業継続テスト 

BCR-02.1 事業継続計画は、計画的な間隔で、

または組織や環境が重大な変化を迎

える際に、継続的な有効性を確認す

るためのテストを行っていますか。 

機能的な事業継続計画は、各事業部門（LoB）のリスクマネージャーによって管理され

ています。重要なLoBは、リスク環境の変化や業務プロセスの新設およびレビューを反

映して、業務上のリカバリ能力を維持する目的で、事業継続計画の年次レビューを行う

ことが義務付けられています。RMRPプログラムでは、特定されたLoBについて以下の

点を要求しています。 
リスクアセスメントをレビューし、更新する 
相互依存するリソースと内部顧客を特定し、リカバリ時間目標とリカバリポイント目標

の決定を含めたビジネスインパクト分析を記述する 
事業継続戦略を策定する 
事業継続計画をレビューし、更新する 
事業継続計画の実行について従業員をトレーニングする 
LoB内で計画の有効性をテストする演習を実施するとともに、複数の組織が効果的に連

携してイベントに対応する能力を評価する、部門横断的な年次の演習に参加する 
計画を改善するためのレッスンを実施する 
LoBの副承認者からの承認証明書を取得する 
また、すべてのLoBには以下のことが要求されます。 
 必須の人材、リソース、施設、技術など、関連する事業中断シナリオを特定す

る 
 こうしたリスクシナリオを効果的に管理して対応する事業継続計画および手順

（緊急連絡先情報など）を定義する 
 LoBの幹部からの承認を得る 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
事業継続管理と運用レジ

リエンス： 
電力/電気通信 

BCR-03.1 データセンターのユーティリティ・

サービスや環境条件の確保、監視、

維持、テストに関して、組織では国

際標準や業界標準を遵守しています

か。 

企業の事業継続ポリシー、標準、慣行は、RMRP Program Management Office
（PMO）によって管理されており、一般的に国際標準化機構（ISO）22301、事業継続

管理システムのガイダンスにも適合しています。 
一元的なRMRPプログラムと、地域または事業部門ごとのリスク管理活動の詳細は、

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/resilience-management/を
参照してください。 

 BCR-03.2 組織で、ユーティリティ・サービス

を確保し、環境条件を緩和するため

に、環境の統制、フェイルオーバー

機構、その他の冗長性を導入してい

ますか。 

オラクルのデータセンターは、顧客データのセキュリティと可用性を保護するように設

計されています。このアプローチは、オラクルによるサイト選定プロセスから始まりま

す。建設候補地やプロバイダーの所在は、オラクルによる広範なリスク評価を受けま

す。この評価では、環境上の脅威、電力供給の状況と安定性、ベンダーの評判と履歴、

近隣施設の機能（たとえば、リスクの高い製造業や脅威の大きいターゲット）、地政学

的考察、などが基準として考慮されます。 
オラクルは、プライマリサイトとセカンダリサイトの間をルーティングするDNSサー

バー、ネットワークデバイス、ロードバランサーなどの冗長なネットワークインフラを

維持しています。 
オラクルのデータセンターは、Uptime InstituteとTelecommunications Industry 
Association（TIA）のANSI/TIA-942-A Tier 3またはTier 4標準に準拠しており、重要機器

の運用についてはN2冗長化方式に従っています。Oracle Cloud Infrastructureサービスを

収容するデータセンターは、冗長電源を使用し、広範囲な停電に備えて発電機のバック

アップを維持しています。サーバールームの温度や湿度は綿密に管理されており、消火

設備も完備しています。データセンターのスタッフは、セキュリティや可用性の問題に

対処するために、インシデント対応とエスカレーション手順のトレーニングを受けてい

ます。 

事業継続管理と運用レジ

リエンス： 
文書 

BCR-04.1 情報システムの文書（管理者および

ユーザーガイド、アーキテクチャ・

ダイアグラムなど）は、情報システ

ムを確実に設定、設置、運用するた

めに、権限のある担当者が利用でき

るようになっていますか。 

事業部門は、業務文書と技術文書を維持し、関係者が利用できるようにする必要があり

ます。 

事業継続管理と運用レジ

リエンス： 
環境リスク 

BCR-05.1 物理的な被害を想定し、それへの対

策を物理的な保護設計に盛り込んで

いますか。 

オラクルのデータセンターは、顧客データのセキュリティと可用性を保護するように設

計されています。このアプローチは、オラクルによるサイト選定プロセスから始まりま

す。建設候補地やプロバイダーの所在は、オラクルによる広範なリスク評価を受けま

す。この評価では、環境上の脅威、電力供給の状況と安定性、ベンダーの評判と履歴、

近隣施設の機能（たとえば、リスクの高い製造業や脅威の大きいターゲット）、地政学

的考察、などが基準として考慮されます。 

事業継続管理と運用レジ

リエンス： 
機器の場所 

BCR-06.1 データセンターは、影響の大きい環

境リスク（洪水、竜巻、地震、台風

など）が高い確率または頻度で発生

する場所に設置されていますか。 

Oracle Cloudのデータセンターは、業務に影響を及ぼす洪水、竜巻、地震、台風の発生

確率が低いことをオラクルが把握している場所に設置されています。このような評価を

考慮したサイト選定のためのプログラムが導入されています。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/resilience-management/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/resilience-management/
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
オラクルのデータセンターは、Uptime InstituteとTelecommunications Industry 
Association（TIA）のANSI/TIA-942-A Tier 3またはTier 4標準に準拠しており、重要機器

の運用についてはN2冗長化方式に従っています。Oracle Cloud Infrastructureサービスを

収容するデータセンターは、冗長電源を使用し、広範囲な停電に備えて発電機のバック

アップを維持しています。サーバールームの温度や湿度は綿密に管理されており、消火

設備も完備しています。データセンターのスタッフは、セキュリティや可用性の問題に

対処するために、インシデント対応とエスカレーション手順のトレーニングを受けてい

ます。 

事業継続管理と運用レジ

リエンス： 
機器のメンテナンス 

BCR-07.1 機器やデータセンターのメンテナン

スに必要なポリシー、手順、サポー

ト・ビジネスプロセスについて文書

化していますか。 

機能的な事業継続計画は、各事業部門（LoB）のリスクマネージャーによって管理され

ています。重要なLoBは、リスク環境の変化や業務プロセスの新設およびレビューを反

映して、業務上のリカバリ能力を維持する目的で、事業継続計画の年次レビューを行う

ことが義務付けられています。 
RMRPプログラムでは、特定されたLoBについて以下の点を要求しています。 
リスクアセスメントをレビューし、更新する 
相互依存するリソースと内部顧客を特定し、リカバリ時間目標とリカバリポイント目標

の決定を含めたビジネスインパクト分析を記述する 
事業継続戦略を策定する 
事業継続計画をレビューし、更新する 
事業継続計画の実行について従業員をトレーニングする 
LoB内で計画の有効性をテストする演習を実施するとともに、複数の組織が効果的に連

携してイベントに対応する能力を評価する、部門横断的な年次の演習に参加する 
計画を改善するためのレッスンを実施する 
LoBの副承認者からの承認証明書を取得する 
また、すべてのLoBには以下のことが要求されます。 
 必須の人材、リソース、施設、技術など、関連する事業中断シナリオを特定す

る 
 こうしたリスクシナリオを効果的に管理して対応する事業継続計画および手順

（緊急連絡先情報など）を定義する 
 LoBの幹部からの承認を得る 

 BCR-07.2 機器やデータセンターのメンテナン

スを定期的に実行していますか。 
Oracle Global Physical Securityは、物理的および環境的なセキュリティに対してリスク

ベースのアプローチを採用しています。目標は、予防、検知、保護、対応のバランスを

取りながら、オラクル従業員とパートナーとの間でイノベーションとコラボレーション

を促す積極的な職場環境を維持することです。オラクルは定期的にリスクアセスメント

を実施し、正しく効果的な緩和対策が実施、維持されていることを確認しています。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-physical-security.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
事業継続管理と運用レジ

リエンス： 
機器の電源喪失 

BCR-08.1 ユーティリティ・サービスの停止

（停電、ネットワークの中断など）

から機器を保護するセキュリティ・

メカニズムや冗長性が実装されてい

ますか。 

オラクルのデータセンターは、Uptime InstituteとTelecommunications Industry 
Association（TIA）のANSI/TIA-942-A Tier 3またはTier 4標準に準拠しており、重要機器

の運用についてはN2冗長化方式に従っています。Oracle Cloud Infrastructureサービスを

収容するデータセンターは、冗長電源を使用し、広範囲な停電に備えて発電機のバック

アップを維持しています。サーバールームの温度や湿度は綿密に管理されており、消火

設備も完備しています。データセンターのスタッフは、セキュリティや可用性の問題に

対処するために、インシデント対応とエスカレーション手順のトレーニングを受けてい

ます。 
オラクルは、バックアップされ、復元可能な特定の重要な内部インフラシステムを識別

しています。これらのシステムに対して、オラクルは該当する場合、以下のバックアッ

プを実行します。 
 データベース：フルバックアップと増分バックアップは、物理メディアおよび

／または電子メディア上に作成されます。 
 アーカイブログ：フルバックアップと増分バックアップは、物理メディアおよ

び／または電子メディア上に作成されます。 
また、ソースコード・リポジトリのバックアップは、環境ごとに異なる反復的なベース

で行っています。 
オラクルは、特定の重要な内部システムに対して追加の戦略を導入しています。 
 アプリケーションのフェイルオーバー 
 2つのデータベースを管理するOracle Data Guardなどのソリューションを使っ

た、セカンダリサイトにある本番データベースの現在のコピー。Oracle Data 
Guardには、リモートアーカイブ、管理リカバリ、スイッチオーバー、フェイ

ルオーバーの機能があります。 
 冗長構成のミドルサーバー層またはアプリケーション・サーバー層。アプリ

ケーションの機能を複数のホストマシンに分散させるサーバー群から成りま

す。 
 テープなどの物理的なバックアップメディアは、定期的に安全なオフサイトに

再配置。 

事業継続管理と運用レジ

リエンス： 
影響分析 

BCR-09.1 障害発生時の組織への影響を判断す

るために、業界標準やフレームワー

クを使用していますか（サービスの

重要度やリカバリの優先順位、障害

許容度、RPOやRTOなど）。 

Oracle Cloud Infrastructureサービスの一部として、オラクルは顧客に顧客通知ポータル

（OCIコンソール）へのアクセスを提供します。OCIコンソールは、発注書に基づい

て、購入したクラウドサービスのシステム可用性に関するメトリックを提供します。

OCIサービス・レベル・アグリーメントのドキュメントを顧客に提供しています。
https://www.oracle.com/cloud/iaas/sla.html 
OCIコンソールには、システムセキュリティの詳細が示されます。 
企業の事業継続ポリシー、標準、慣行は、RMRP Program Management Office
（PMO）によって管理されており、一般的に国際標準化機構（ISO）22301、事業継続

管理システムのガイダンスにも適合しています。 

https://www.oracle.com/cloud/iaas/sla.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 BCR-09.2 組織として、クラウドサービスが中

断される可能性に関する影響分析を

行っていますか。 

機能的な事業継続計画は、各事業部門（LoB）のリスクマネージャーによって管理され

ています。重要なLoBは、リスク環境の変化や業務プロセスの新設およびレビューを反

映して、業務上のリカバリ能力を維持する目的で、事業継続計画の年次レビューを行う

ことが義務付けられています。 

事業継続管理と運用レジ

リエンス： 
ポリシー 

BCR-10.1 サービス業務のロールを適切にサ

ポートするポリシーと手順が確立さ

れ、担当者全員が利用できるように

なっていますか。 

機能的な事業継続計画は、各事業部門（LoB）のリスクマネージャーによって管理され

ています。重要なLoBは、リスク環境の変化や業務プロセスの新設およびレビューを反

映して、業務上のリカバリ能力を維持する目的で、事業継続計画の年次レビューを行う

ことが義務付けられています。 

事業継続管理と運用レジ

リエンス： 
保持ポリシー 

BCR-11.1 テナントのデータ保持ポリシーを実

施する技術的な能力は有しています

か。 

顧客の環境に存在するデータについては、顧客が責任を負います。OCIは、サブスクラ

イブされているサービスの一部として、各種の構成可能な情報保護サービスを提供しま

す。顧客のデータは、サブスクライブされているサービス内で使用できるようにアップ

ロードまたは生成されます。 
オラクルは、顧客がデータ保持ポリシーを実施、有効化するためのツールを提供しま

す。たとえば、Oracleデータベースは日付ベースのパーティショニングをサポートして

います。データ保持期間を過ぎたら、パーティションを自動的に削除できます。 
Oracle Cloud Hosting and Delivery Policiesには、Oracle Cloud Service Continuity 
Policy、Oracle Cloud Services High Availability Strategy、Oracle Cloud Services 
Backup Strategy、およびOracle Cloud Service Level Agreementが記載されています

（https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-
policies.html）。 

 BCR-11.2 法律、法令、規制のコンプライアン

ス要件に従ったデータ保持期間の遵

守を証明するポリシーと手順を文書

化していますか。 

顧客は、Oracle Cloudサービスで使用中のデータの保持を管理する責任を負います。 
Oracle Cloud Suspension and Termination Policyでは、Cloudサービスの終了に伴うオラ

クルのデータ削除の実施について説明しています

（https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-
policies.html）。 

 BCR-11.3 規制、法令、契約、ビジネス上の要

件を満たすために、バックアップや

リカバリの仕組みを実装しています

か。 

顧客は、スナップショット・ファイルを作成してバックアップを実行したり、別の可用

性ドメインにデータをコピーしたりできます。さらに、地理的に冗長なストレージを選

択して、事業継続要件に対応することも可能です。 
また、Oracle Cloud Hosting and Delivery Policiesには、Oracle Cloud Service Continuity 
Policy、Oracle Cloud Services High Availability Strategy、Oracle Cloud Services 
Backup Strategy、およびOracle Cloud Service Level Agreementが記載されています

（https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-
policies.html）。 

https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 BCR-11.4 仮想インフラを使用している場合、

クラウド・ソリューションに、独立

したハードウェアのリストアとリカ

バリ機能が含まれていますか。 

OCI Storageサービスは、OpenStack Swiftに準拠したグローバルなオブジェクト・スト

レージであり、真の単一グローバル・ネームスペースを採用しています。データは、

OCI Storageサービスに保存されるとき、同じデータセンター内の別のマシンに自動的

に3回レプリケートされます。この自動ミラーリングは、ハードウェアの単独故障によ

るデータ損失を防ぐために設計されています。顧客は、OCI Storageサービスのサブス

クリプションを有効にした後、レプリケーション・ポリシーを選択する必要がありま

す。レプリケーション・ポリシーでは、顧客のプライマリ・データセンターを定義し、

顧客のデータを地理的に離れた（セカンダリ）データセンターにレプリケートするかど

うかを指定します。この機能によって、プライマリ・データセンターに何らかの災害が

発生した場合でも、データのリカバリが可能になります。この場合、データはプライマ

リ・データセンターに書き込まれ、非同期でセカンダリ・データセンターにレプリケー

トされます。 
オラクルは、バックアップされ、復元可能な特定の重要な内部インフラシステムを識別

しています。これらのシステムに対して、オラクルは該当する場合、以下のバックアッ

プを実行します。 
データベース：フルバックアップと増分バックアップは、物理メディアおよび／または

電子メディア上に作成されます。 
アーカイブログ：フルバックアップと増分バックアップは、物理メディアおよび／また

は電子メディア上に作成されます。 

 BCR-11.5 仮想インフラを使用している場合、

仮想マシンを以前の構成に復元する

機能はテナントに提供しています

か。 

OCIでは、インスタンスのスナップショットを作成することで、インスタンスの作成後

にオペレーティング・システム・レベルで行ったカスタマイズなど、インスタンスで使

用される非永続ブートディスクの現在の状態をキャプチャできます。このスナップ

ショットを使用して、仮想マシンを復元できます。 
Oracle Cloud Hosting and Delivery Policiesには、Oracle Cloud Service Continuity 
Policy、Oracle Cloud Services High Availability Strategy、Oracle Cloud Services 
Backup Strategy、およびOracle Cloud Service Level Agreementが記載されています

（https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-
policies.html）。 

 BCR-11.6 クラウド・ソリューションには、ソ

フトウェアやプロバイダーに依存し

ないリストアとリカバリの機能が含

まれていますか。 

OCIは、スナップショットを利用してシステムのバックアップとリストアを行うツール

を顧客に提供します。https://docs.oracle.com/en-
us/iaas/Content/File/Tasks/managingsnapshots.htm 
Oracle Cloud Hosting and Delivery Policiesには、Oracle Cloud Service Continuity 
Policy、Oracle Cloud Services High Availability Strategy、Oracle Cloud Services 
Backup Strategy、およびOracle Cloud Service Level Agreementが記載されています

（https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-
policies.html）。 

 BCR-11.7 少なくとも年に1回、バックアップ

や冗長性の仕組みをテストしていま

すか。 

オラクルのIT組織は、DR計画を評価するために毎年DR演習を実施しています。演習で

得られた教訓は、標準的な運用やDRの手順に適宜、適切と思われる形で導入されま

す。 

https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/managingsnapshots.htm
https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/managingsnapshots.htm
https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/managingsnapshots.htm
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
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また、該当する場合には、OCIによるバックアップメディアのリストアテストが少なく

とも年に1回実施されます。 

変更管理および構成管

理： 
新規開発/取得 

CCC-01.1 新しいアプリケーション、システ

ム、データベース、インフラ、サー

ビス、業務、施設の開発または取得

について、経営陣の承認を得るため

のポリシーと手順が確立されていま

すか。 

オラクルの企業セキュリティ・アーキテクトでは、社内の情報セキュリティ技術に関す

る方向性を定めることを支援し、オラクルのIT部門と事業部門がオラクルの情報セキュ

リティ目標を推進する情報セキュリティおよびアイデンティティ管理ソリューションを

適用するようにガイドします。企業セキュリティ・アーキテクトは、グローバル情報セ

キュリティ、グローバル製品セキュリティ、開発セキュリティリードと連携して、企業

セキュリティ・アーキテクチャのロードマップを開発、伝達、実装します。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-
practices/corporate/governance/security-architecture.htmlを参照してください。 

変更管理および構成管

理： 
開発のアウトソーシング 

CCC-02.1 変更管理、リリース、テストに関す

るポリシーと手順は、外部のビジネ

スパートナーに適切に伝えられてい

ますか。 

該当なし。OCIは、開発、変更管理、リリース管理の目的で外部のビジネスパートナー

を利用しません。開発はすべてOCIの従業員が行っています。 

 CCC-02.2 外部のビジネスパートナーが変更管

理の要件を遵守するように、ポリ

シーと手順を適切に実施しています

か。 

該当なし。OCIは、開発、変更管理、リリース管理の目的で外部のビジネスパートナー

を利用しません。開発はすべてOCIの従業員が行っています。 

変更管理および構成管

理： 
品質テスト 

CCC-03.1 システムの可用性、機密性、完全性

に基づく品質変更管理プロセスとテ

ストプロセスを定義していますか。 

OCIは、システム統制を評価するために、複数のレベルのセキュリティチェック、テス

ト、脅威およびリスクの評価、脆弱性スキャン、侵入テストを実施しています。また、

監査やコンプライアンス・チェックを実施し、「良好とされる」姿勢への変化を特定す

るうえで、必要に応じて是正・改善措置を講じるようにしています。OCIの運用チーム

は、コードスキャン、脆弱性スキャン、侵入ツールや手法を用いて定期的にセキュリ

ティ要件をテストし、これまで検出されなかった新しい脆弱性や既存の脆弱性を特定し

ています。発見された問題点は、正式に評価され、優先順位が付けられ、改善されるま

で追跡調査されます。 
このプロセスは、システムのライフサイクルを通じて継続的に行われます。Oracle 
Cloud Infrastructureの品質保証プロセスには、クラウドのリリース（メジャー、マイ

ナー、パッチ）ごとに、セキュリティに特化したテストプランが含まれています。これ

らのテスト計画には、データの可視性、アクセス制御、パスワード制御、管理者権限、

エンドユーザーのロール権限、データアクセス規則のレビューが含まれています。ま

た、顧客間のデータセキュリティ（可視性）もテストされます。 
セキュリティ特化のテストでは、Oracle Cloud Infrastructureの設計と仕様に従った正し

い動作とアプリケーションの処理に焦点を当てます。 

 CCC-03.2 特定の製品/サービスに関する既知の

問題を説明する文書はありますか。 
セキュリティ脆弱性以外の既知の問題は、各サービスリリースのリリースノートで公開

されています。 
リリースノート：https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/releasenotes/ 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/security-architecture.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/security-architecture.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/security-architecture.html
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/releasenotes/


19 CAIQ for Oracle Cloud Infrastructure | Version 1.3 

 

 

コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
またOCIは、ベア・メタル・コンピュートの顧客向けに、プロセッサ関連の脆弱性に対

処するための具体的なガイダンスをOCIセキュリティのガイドおよび告知のページ

（https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Concepts/security.htm）で

公開しています。 

 CCC-03.3 製品・サービスに関して報告された

バグやセキュリティの脆弱性をトリ

アージして是正するポリシーや手順

はありますか。 

顧客の環境で（インスタンス内など）脆弱性やバグを特定して是正する責任は、顧客が

負います。 
オラクルは、製品のバグやセキュリティ脆弱性の取り扱いに関する正式なポリシーと手

順を定めています。これらについては、https://www.oracle.com/corporate/security-
practices/assurance/vulnerability/security-fixing.htmlで概説しています。 
OCIクラウド脆弱性管理標準に、OCIでのセキュリティ脆弱性の取り扱いと修正に関連

した追加のガイドラインが規定されています。セキュリティ・バグは、相対的な重大度

に基づいて可能なかぎり是正するようにトリアージされます。 
また、オラクルはセキュリティ・バグや脆弱性の報告に関するプロセスも定めていま

す。OCIの顧客は、My Oracle Supportを使用してセキュリティの問題を報告できます。

顧客ではない場合は、https://www.oracle.com/corporate/security-
practices/assurance/vulnerability/reporting.htmlで公開されているプロセスに従ってセ

キュリティの問題を報告できます。 

 CCC-03.4 ソフトウェア開発のすべてにおい

て、品質基準が満たされていること

を確認するための管理体制は整って

いますか。 

OCI品質管理システム（QMS）は、製品とサービスの品質の計画、設計、移行、提供、

改善に必要な人、ポリシー、要件、プロセス、技術で構成されています。 
また、OCIは、Oracle Software Security Assurance（OSSA）プロセスで確立されたソ

フトウェア開発およびリリース管理プロセスに従って、品質基準が満たされていること

を保証します。詳細はこちらでご確認ください：
https://www.oracle.com/support/assurance/index.html 

 CCC-03.5 ソフトウェア開発をアウトソーシン

グしたとき、ソースコードのセキュ

リティ上の欠陥を検出する管理体制

は整備されていますか。 

該当なし。オラクルは、OCIの開発を外部のサードパーティに委託していません。 

 CCC-03.6 リリースされたソフトウェアのバー

ジョンから、すべてのデバッグおよ

びテストコード要素を確実に削除す

る仕組みはありますか。 

Oracle Secure Operations Standardでは、Oracle Secure Configuration規則に準拠する

必要があります。この規則では、リリースされたソフトウェアからデバッグおよびテス

トコード要素を削除することなどが義務付けられています。 
Oracle Software Security Assuranceの詳細は、

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/を参照してください。 

変更管理および構成管

理： 
品質テスト 

CCC-04.1 未承認のソフトウェアがシステムに

インストールされるのを制限し、監

視する管理体制は整っていますか。 

OCIの本番環境に変更を加える場合は、CCC-01で説明されているように、変更管理プ

ロセスを経る必要があります。また、このプロセスには、以下のことが必要です。管理

者アクセスには多要素認証が必要であり、経営陣の承認が必要です。また、要塞と本番

用デバイスへのアクセスはログに記録され、監査されます。またOCIは、イメージベー

スラインに対する評価を行うために、複数のモニタリング・プログラムを導入していま

す。 

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Concepts/security.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Concepts/security.htm
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/vulnerability/security-fixing.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/vulnerability/security-fixing.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/vulnerability/security-fixing.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/vulnerability/reporting.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/vulnerability/reporting.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/vulnerability/reporting.html
https://www.oracle.com/support/assurance/index.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/
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変更管理および構成管

理： 
本番環境での変更 

CCC-05.1 本番環境での変更管理手順と、その

中でのテナントのロール、権限、責

任について説明した文書をテナント

に提供していますか。 

ロールと責任を含むOracle Cloud Change Managementポリシーは、Oracle Cloud 
Hosting and Deliveries Policiesで詳しく説明されています。 
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html 

 CCC-05.2 本番環境における変更管理に伴うリ

スクを管理するポリシーと手順を確

立していますか。 

OCIでは、リスク管理のポリシーと手順、および特定されたリスクを評価して軽減する

手順を含む変更管理標準が定められています。 

 CCC-0.5.3 本番環境での変更が登録、承認さ

れ、既存のSLAを遵守していること

を保証する技術的な手段はあります

か。 

OCIは、本番環境での変更がSLA（サービス・レベル・アグリーメント）を遵守するよ

う、変更管理プロセスにおいて技術的な措置を講じています。 

データセキュリティと情

報ライフサイクル管理： 
分類 

DSI-01.1 ポリシータグ/メタデータを使用して

データや仮想マシンを識別する機能

はありますか（タグを使用して、ゲ

ストOSが間違った国で起動/インス

タント化/データ転送することを制限

できるなど）。 

OCIには、テナントがすべてのリソース（仮想マシンやベアメタル）を効率的に管理す

るためのタグ付けサービスがあります。このサービスでは、テナントのビジネスコンテ

キストをリソースに適用し、検索、使用状況の追跡、コスト、アクセスの制御、ガバナ

ンスポリシーの適用を支援します。 

 DSI-01.2 ポリシータグ/メタデータ/ハード

ウェアタグ（TXT/TPM、VN-Tagな
ど）を介して、データやハードウェ

アを識別する機能は提供しています

か。 

ハードウェアは、Oracle Data Classificationの一部として、アセット登録ツールやハー

ドウェア・アセットタグを使用して一意に識別されます。 

データセキュリティと情

報ライフサイクル管理： 
データインベントリ/フ
ロー 

DSI-02.1 サービスのアプリケーションやイン

フラストラクチャ・ネットワーク、

システムに常駐する（永続的または

一時的な）データについて、データ

フローのインベントリを作成、文書

化、維持していますか。 

サービスの選択が確立されて、最終的なトポロジーが合意されると、OCIは可能なかぎ

りデータの転送ルートに関する文書を提供します。この種の情報の実現可能性と程度

は、サービスの種類によって、またシングルテナンシかマルチテナンシかによって大き

く異なります。 

 DSI-02.2 定義された地理的な居住地を越えて

データを移行しないようにすること

はできますか。 

地理的な居住地は事前に把握し、顧客が設定します。OCIのアーキテクチャでは、顧客

が指定しないかぎり、ホストされた顧客のデータがOCIリージョンを横断することはあ

りません。地域移動の際には、事前に顧客にお知らせし、選択していただきます。 

データセキュリティと情

報ライフサイクル管理： 
電子商取引 

DSI-03.1 公共ネットワーク（インターネット

など）を介してデータを移動する必

要がある場合、テナントがデータを

保護できるように、標準化された

（ISO/IECなど）非プロプライエタ

リの暗号化アルゴリズム（3DES、
AESなど）を提供していますか。 

OCIは、TLS、SSH、IPsecなど標準ベースの各種の安全なプロトコルを使用して、ネッ

トワーク上で転送中の顧客データの保護をサポートしています。 

https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
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 DSI-03.2 インフラ・コンポーネントが公共

ネットワークを介して相互に通信し

なければならない場合（環境間での

インターネットベースのデータ・レ

プリケーションなど）、オープンな

暗号化手法を利用していますか。 

暗号化とは、復号化に必要な特定のキーがないとデータを読めないようにすることで

す。オラクルの情報保護ポリシーは、データがラップトップ、デバイス、リムーバブル

メディアで保存中（ストレージ）の時に、暗号化によってデータを保護するためのハイ

レベルな要件を定義しています。オラクルには、承認された暗号アルゴリズムとプロト

コルを定義する企業標準があります。オラクルの製品およびサービスでは、業界慣行の

指針に従って、承認されたセキュリティ関連の実装の最新バージョンのみを使用するこ

とが求められています。オラクルは、業界や技術の発展に応じてこれらの標準を修正

し、たとえば、弱い暗号化アルゴリズムをタイムリーに非推奨とすることを強制してい

ます。 
顧客は、自身のVMとエンドユーザーの間のトラフィックに対して、転送中のデータの

暗号化を有効にできます。OCIは、2つの仮想ネットワーク間などで転送中のデータを

保護します。OCIは、デバイスとOCIデータセンターの間、およびデータセンター自体

の内部で、TLSなどの業界標準の転送プロトコルを使用しています。 

データセキュリティと情

報ライフサイクル管理： 
取り扱い／表示／セキュ

リティポリシー 

DSI-04.1 データや、データを含むオブジェク

トのセキュリティを確保するため

に、データのラベリングおよび取り

扱いに関するポリシーと手順を確立

していますか。 

オラクルの正式な情報保護ポリシーは、情報の分類方法とその分類に関連する最低限の

取り扱い要件に関するガイドラインを、オラクル社員およびビジネスパートナーの全員

に提供するものです。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/information-
assets-classification.htmlを参照してください。 

 DSI-04.2 構造化データラベリング規格（ISO 
15489、OASIS XML Catalog 
Specification、CSAデータタイプ・

ガイダンスなど）に準拠しています

か。 

オラクルは、機密情報を「Internal」「Restricted」「Highly Restricted」の3つに分類して

おり、「Restricted」「Highly Restricted」に分類されたデータの暗号化要件など、各分類

に対応したレベルごとのセキュリティ管理が必要となっています。 

 DSI-04.3 データの集約コンテナとして機能す

るオブジェクトに対して、ラベル継

承のメカニズムは実装しています

か。 

オラクルには、データ保持の管理に関する正式な要件があります。この運用ポリシーで

は、オラクルの各部門におけるレコードの例など、データの種類やカテゴリごとに要件

を定義しています。 

データセキュリティと情

報ライフサイクル管理： 
非本番データ 

DSI-05.1 本番データを複製したり、非本番環

境で使用したりしないようにする手

順は用意していますか。 

OCIプラットフォームは、本番データが本番環境の外に移動したり、複製されたりしな

いように設計、構築されています。 
以下の管理を実施しています。 
 物理的および論理的なネットワーク境界と、変更管理ポリシーの厳格な適用 
 業務上必要な環境へのアクセスを必要とする職務分掌 
 環境に対する物理的および論理的なアクセスを高度に制限 
 コーディング慣行、品質テスト、コードプロモーションを定義する厳格なコン

トロール 
 セキュリティ、プライバシ、セキュアコーディング慣行に関する継続的な意識

向上トレーニング 
 システムアクセスのロギングと監査 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/information-assets-classification.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/information-assets-classification.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/information-assets-classification.html
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 管理の有効性を検証する定期的なコンプライアンス監査 

OCIの顧客は、レプリケーションや高可用性に関して、本番データを維持すること、ま

た本番環境の区分けについて、ポリシーを定義し、コントロールを確立することに責任

を負っています。 

データセキュリティと情

報ライフサイクル管理： 
所有者/管理責任 

DSI-06.1 データ管理責任者の責任は、定義・

文書化されたうえで、通知されてい

ますか。 

オラクルには、データ保持の管理に関する正式な要件があります。この運用ポリシーで

は、オラクルの各部門におけるレコードの例など、データの種類やカテゴリごとに要件

を定義しています。 
オラクルの必須トレーニングでは、オラクルの情報保護ポリシーを社員に指導します。

また、情報アセットの分類や取り扱いに関する要件の理解度を確認するトレーニングも

実施しています。社員は、オラクルに入社する際にこのトレーニングを受ける必要があ

り、その後も定期的に繰り返し受講しなければなりません。レポートで、管理者は各組

織のコース修了状況を把握することができます。 
オラクルは、OCIサービスの提供に使用するアセット（アセットの定義にはデータと

ハードウェアが含まれます）についての説明がなされ、アセットの所有者が指定されて

いることを求める、正式なポリシーを導入しています。アセットの所有者は、自身のア

セットに関して最新の情報を保持する責任を負います。顧客のデータはOCIに存在する

ため、顧客は自身のデータの所有者とみなされます。 

データセキュリティと情

報ライフサイクル管理： 
安全な廃棄 

DSI-07.1 アーカイブやバックアップされた

データの安全な消去（たとえば、消

磁や暗号的ワイプ）を支持します

か。 

オラクルのMedia Sanitation and Disposal Policyは、電子記憶域メディアからの情報の

削除（サニタイズ）、およびハードコピー形式または電子記憶域メディア上で不要と

なった情報の廃棄に関する要件を定義し、機密データの検索と再構築に関連するセキュ

リティ脅威から情報を保護するようにしています。このポリシーは、すべての「ハード

コピー」（紙）および電子メディアに適用されます。オラクルのMedia Sanitation and 
Disposal Standardsは、このポリシーへの準拠をサポートします。 

 DSI-07.2 顧客が環境から退出した後で、また

はリソースを明け渡した後で、テナ

ントデータのすべてのコンピュー

ティング・リソースを必ずサニタイ

ズするなど、サービス契約を終了す

る際の公開手順を提供できますか。 

サービス終了時の顧客データの取り扱いについては、Oracle Cloud Hosting and 
Delivery Policies（https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-
delivery-policies.html）で説明しています。 

データセンターのセキュ

リティ：アセット管理 
DCS-01.1 ビジネスクリティカル度、サービス

レベルの期待値、業務継続の要件と

いう観点でアセットを分類していま

すか。 

オラクルは、機密情報を「Internal」「Restricted」「Highly Restricted」の3つに分類して

おり、「Restricted」「Highly Restricted」に分類されたデータの暗号化要件など、各分類

に対応したレベルごとのセキュリティ管理が必要となっています。 

 DCS-01.2 すべてのサイトまたは地理的な場所

にある重要な資産すべてと、その割

り当てられた所有権の完全なインベ

ントリを維持していますか。 

正確なシステムインベントリの作成と維持は、効果的な一般情報システム管理と運用セ

キュリティのために必要です。オラクルのInformation Systems Inventory Policyでは、

オラクルの企業インフラとクラウドインフラの重要な情報資産と、特に重要な情報ア

セットを保有するすべての情報システムに対して、正確な最新のインベントリを維持す

ることが求められています。このインベントリは、Oracle Security Oversight 
Committee（OSOC）が承認したインベントリシステムで管理する必要があります。 

https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/objectives.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
データセンターのセキュ

リティ： 
コントロールアクセスポ

イント 

DCS-02.1 機密データや情報システムを収容す

るすべてのエリアに、物理的なセ

キュリティ境界（フェンス、壁、障

壁、警備員、ゲート、電子監視、物

理的な認証メカニズム、受付窓口、

セキュリティ・パトロールなど）を

導入していますか。 

Oracle Cloudのデータセンターは、顧客データのセキュリティと可用性を保護するよう

に設計されています。このアプローチは、オラクルによるサイト選定プロセスから始ま

ります。建設候補地やプロバイダーの所在は、オラクルによる広範なリスク評価を受け

ます。この評価では、環境上の脅威、電力供給の状況と安定性、ベンダーの評判と履

歴、近隣施設の機能（たとえば、リスクの高い製造業や脅威の大きいターゲット）、地

政学的考察、などが基準として考慮されます。 
Oracle Cloudのデータセンターは、Uptime InstituteおよびTelecommunications Industry 
Association（TIA）のANSI/TIA-942-A Tier 3またはTier 4標準に準拠しており、重要な機

器の運用についてはN2冗長化方式に従っています。Oracle Cloud Infrastructureサービス

を収容するデータセンターは、冗長電源を使用し、広範囲な停電に備えて発電機のバッ

クアップを維持しています。サーバールームの温度や湿度は綿密に管理されており、消

火設備も完備しています。データセンターのスタッフは、セキュリティや可用性の問題

に対処するために、インシデント対応とエスカレーション手順のトレーニングを受けて

います。 

データセンターのセキュ

リティ： 
機器の識別 

DCS-03.1 システムの地理的な位置を認証要素

として使用する機能はありますか。 
OCIスタッフがOCIのインフラへの接続に使用するOracle Cloud Network Access
（OCNA）仮想プライベート・ネットワーク（VPN）は、ジオロケーションを実施し、

承認された場所からのアクセスのみを許可します。OCIは現在、顧客のアクセスに対し

てジオロケーションによる制限していませんが、顧客はジオロケーションによる制限を

実施するために、顧客が選択したSAML（Security Assertion Markup Language）プロバ

イダーでフェデレートすることができます。 

 DCS-03.2 既知の機器の位置に基づいて接続認

証の完全性を検証する方法として、

自動機器識別を使用していますか。 

OCIスタッフがOCIのインフラへの接続に使用するOCNA VPNは、デバイスの証明書と

他の識別情報の両方を使用して、デバイスがオラクルの所有物であって、OCIリソース

へのアクセスを許可する前にプロビジョンされていることを検証しています。 

データセンターのセキュ

リティ： 
オフサイト認可 

DCS-04.1 ハードウェア、ソフトウェア、デー

タをオフサイトの施設に移設または

転送する前に、承認を得ています

か。 

ハードウェア、ソフトウェア、データのオフサイトの施設への移設は標準的な方法では

なく、適切な承認を得たうえでケースバイケースで行われます。Oracle Systems 
Decommissioning and Repurposing Policyは、物理的な移転やハードウェアアセットを

伴う情報システムの安全な物理的移転プロセスを規定するものです。 

データセンターのセキュ

リティ： 
オフサイト機器 

DCS-05.1 資産管理のポリシーと手順をテナン

トに提供できますか。 
オラクルには、オラクル従業員、請負業者および訪問者が利用できるオラクルの企業

ネットワーク、コンピュータシステム、電話システム、メッセージング技術、インター

ネット・アクセス、およびその他の企業リソースの使用に関して正式な要件がありま

す。 
Oracle Information Systems Inventory Policyでは、Oracle Security Oversight Committee
（OSOC）承認のインベントリシステムを通じて、重要な情報アセットおよび特に重要

な情報資産を保有するすべての情報システムおよびデバイスを、そのライフサイクルを

通じて正確にインベントリすることを義務付けています。このポリシーは、サーバーの

ハードウェア、ソフトウェア、情報システム上のデータ、およびディザスタ・リカバリ

や事業継続に必要な情報について、記録すべき必要な識別属性を定義しています。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
オラクルのMedia Sanitation and Disposal Policyは、機密データの不正な検索や再構築

を防ぐために、電子記憶域メディアからの情報の削除（サニタイズ）や、不要になった

情報の廃棄に関する要件を定義しています。電子記憶域メディアには、ラップトップ、

ハードディスク、記憶装置、テープなどのリムーバブルメディアが含まれます。 

データセンターのセキュ

リティ： 
ポリシー 

DCS-06.1 オフィス、部屋、施設、セキュリ

ティエリアなどにおいて、安全でセ

キュアな職場環境を維持するうえで

必要なポリシー、標準、手順が確立

されているという証拠を示すことが

できますか。 

Oracle Global Physical Securityは、物理的および環境的なセキュリティに対してリスク

ベースのアプローチを採用しています。目標は、予防、検知、保護、対応のバランスを

取りながら、オラクル従業員とパートナーとの間でイノベーションとコラボレーション

を促す積極的な職場環境を維持することです。オラクルは定期的にリスクアセスメント

を実施し、正しく効果的な緩和対策が実施、維持されていることを確認しています。 

 DCS-06.2 自社の従業員および関係する第三者

が、文書化されたポリシー、標準、

手順に関するトレーニングを受けた

という証拠を示すことができます

か。 

オラクルは、組織のあらゆるレベルで、またオラクルが世界中で事業を展開する場所の

すべてで、倫理的なビジネス活動をめざす高い標準を維持しています。これらは、オラ

クル社員、請負業者、および契約社員に適用され、「法律および規制の遵守」、「業務遂

行および関係」を対象としています。オラクルは、2年ごとに倫理と企業行動に関する

研修を受けることを従業員に義務付けています。 
OCIの従業員は、OCIのクラウド環境に適用される標準と要件に固有の追加のトレーニ

ングを完了する必要があります。従業員のトレーニング状況を監視し、報告するための

研修プログラムが確立されています。 

データセンターのセキュ

リティ： 
セキュアエリアの認可 

DCS-07.1 物理的なアクセス制御の仕組み

（CCTVカメラ、IDカード、チェッ

クポイントなど）を導入して、出入

口の安全確保、制約、監視を実施し

ていますか。 

オラクルは以下のプロトコルを実装しています。 
施設への物理的なアクセスは、オラクル従業員、請負業者、および許可された訪問者に

限定されています。 
オラクル従業員、下請け業者、および許可された訪問者には身分証明書が発行され、オ

ラクルの敷地内ではこれを着用する必要があります。 
訪問者は、訪問者名簿に署名すること、オラクルの敷地にいるときは付き添いまたは監

視すること、および/またはオラクルとの機密保持契約の条項に拘束されることが要求さ

れます。 
セキュリティ（システム）によって、キー/アクセスカードの所有と、施設にアクセスで

きるかどうかを監視します。オラクルを退職するスタッフは、キー/カードを返却しなけ

ればならず、キー/カードは退職時に無効化されます。 
セキュリティ（システム）によって、サービス拠点における物理的なセキュリティバリ

アまたは入室管理の修理および変更をすべて許可します。 
オラクルは、施設のリスクや保護レベルに応じて、24時間365日常駐する警備員や巡回

警備員を使い分けています。いずれの場合も、警備員はパトロール、警報対応、警備事

故の記録などを担当します。 
オラクルは、侵入警報機能を統合した一元的な電子アクセス制御システムを導入してい

ます。アクセスログは最低6か月間保持されます。また、CCTVによる監視および録画の

保持期間は、施設の機能やリスクのレベルに応じて、最低30日から90日までの範囲で

す。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-physical-security.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
データセンターのセキュ

リティ： 
権限のない人員の侵入 

DCS-08.1 サービスエリアなど、権限のない人

員が敷地内に入る可能性のある出入

口は、監視、制御され、データの保

存や処理から隔離されていますか。 

オラクルは以下のプロトコルを実装しています。 
施設への物理的なアクセスは、オラクル従業員、請負業者、および許可された訪問者に

限定されています。 
オラクル従業員、下請け業者、および許可された訪問者には身分証明書が発行され、オ

ラクルの敷地内ではこれを着用する必要があります。 
訪問者は、訪問者名簿に署名すること、オラクルの敷地にいるときは付き添いまたは監

視すること、および/またはオラクルとの機密保持契約の条項に拘束されることが要求さ

れます。 
セキュリティ（システム）によって、キー/アクセスカードの所有と、施設にアクセスで

きるかどうかを監視します。オラクルを退職するスタッフは、キー/カードを返却しなけ

ればならず、キー/カードは退職時に無効化されます。 
セキュリティ（システム）によって、サービス拠点における物理的なセキュリティバリ

アまたは入室管理の修理および変更をすべて許可します。 
オラクルは、施設のリスクや保護レベルに応じて、24時間365日常駐する警備員や巡回

警備員を使い分けています。いずれの場合も、警備員はパトロール、警報対応、警備事

故の記録などを担当します。 
オラクルは、侵入警報機能を統合した一元的な電子アクセス制御システムを導入してい

ます。アクセスログは最低6か月間保持されます。また、CCTVによる監視および録画の

保持期間は、施設の機能やリスクのレベルに応じて、最低30日から90日までの範囲で

す。 

データセンターのセキュ

リティ： 
ユーザーアクセス 

DCS-09.1 情報アセットや機能に対するユー

ザーやサポート担当者の物理的なア

クセスを制限していますか。 

アクセス制御とは、リソースへのアクセスや使用を管理するポリシー、手順、ツールを

指します。リソースの例としては、物理サーバー、ファイル、ディレクトリ、オペレー

ティング・システム上で動作するサービス、データベースのテーブル、ネットワーク・

プロトコルなどがあります。 
最小権限とは、ユーザーの権限とシステムの機能を慎重に評価し、ユーザーまたはシス

テムが職務を遂行するうえで必要なリソースのみにアクセスを制限するシステム指向の

アプローチです。 
Default-denyは、すべてのトラフィックの送信を暗黙的に拒否し、プロトコル、ポー

ト、送信元、送信先に基づいて必要なトラフィックのみを特別に許可するネットワーク

指向のアプローチです。 

暗号化とキー管理： 
資格 

EKM-01.1 キーの所有者を特定できるキー管理

ポリシーはありますか。 
オラクルの情報保護ポリシーは、データがラップトップ、デバイス、リムーバブルメ

ディアで保存中（ストレージ）の時に、暗号化によってデータを保護するためのハイレ

ベルな要件を定義しています。 
オラクルにおける暗号化キーの管理ソリューションは、Corporate Security Solution 
Assurance Process（CSSAP）に従って承認される必要があります。オラクル・グロー

バルITは、暗号の強度、キーの管理、生成、交換/輸送、保管、使用、交換（置換）な

ど、暗号化に関する要件を定義しています。この表示名の具体的な要件は以下のとおり

です。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 暗号化キーを保管する場所と技術 
 デジタル署名など、送信された暗号化キーの機密性、可用性、完全性を提供す

るためのコントロール 
 デフォルトの暗号化キーの変更 
 各種の暗号化キーの置換スケジュール 

暗号化とキー管理： 
キー生成 

EKM-02.1 テナントごとに一意の暗号化キーを

作成できる機能はありますか。 
テナント契約時に顧客ごとに固有の暗号化キーを作成し、これらのキーはFIPS 140-2レ
ベル3検証済みのHSMに保存されます。また、顧客は、OCIのストレージシステムや

データベースサービス内のデータを保護するために、OCIが提供する暗号化キーを使用

するかわりに、顧客自身が暗号化キーの提供を選択できます。コンピュートシステムの

場合、OCIのホストへの接続を確立するために、顧客自身がSSHキーを用意する必要が

あります。 

 EKM-02.2 テナントにかわって暗号化キーを管

理する機能はありますか。 
OCIボールトサービスでは、OCIによって管理される物理的なハードウェア・セキュリ

ティ・モジュール（HSM）内のキーを顧客が管理できます。これらのキーは、顧客から

明示的に許可された場合、OCIストレージサービス内のデータを保護するために使用で

きます。 
OCIオブジェクト・ストレージ、ブロック・ボリューム、ファイルストレージ、スト

リーミングは、バケット、ブロックまたはブートボリューム、ファイルシステム、スト

リームプールのデータの暗号化をサポートするために、ボールトサービスと統合されま

す。 
OCIボールトサービスの詳細は、https://docs.cloud.oracle.com/en- 
us/iaas/Content/KeyManagement/Concepts/keyoverview.htmを参照してください。 

 EKM-02.3 キー管理の手順を維持しています

か。 
オラクルにおける暗号化キーの管理ソリューションは、Corporate Security Solution 
Assurance Process（CSSAP）に従って承認される必要があります。オラクル・グロー

バルITは、暗号の強度、キーの管理、生成、交換/輸送、保管、使用、交換（置換）な

ど、暗号化に関する要件を定義しています。この表示名の具体的な要件は以下のとおり

です。 
 暗号化キーを保管する場所と技術 
 デジタル署名など、送信された暗号化キーの機密性、可用性、完全性を提供す

るためのコントロール 
 デフォルトの暗号化キーの変更 
 各種の暗号化キーの置換スケジュール 

 EKM-02.4 暗号化キーのライフサイクルの各ス

テージにおける所有権を文書化して

いますか。 

オラクルには、承認された暗号アルゴリズムとプロトコルを定義する企業標準がありま

す。オラクルの製品およびサービスでは、業界慣行の指針に従って、承認されたセキュ

リティ関連の実装の最新バージョンのみを使用することが求められています。オラクル

は、業界や技術の発展に応じてこれらの標準を修正し、たとえば、弱い暗号化アルゴリ

ズムをタイムリーに非推奨とすることを強制しています。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 EKM-02.5 暗号化キーの管理にサードパーティ/

オープンソース/プロプライエタリの

フレームワークを使用しています

か。 

オラクルには、承認された暗号アルゴリズムとプロトコルを定義する企業標準がありま

す。オラクルの製品およびサービスでは、業界慣行の指針に従って、承認されたセキュ

リティ関連の実装の最新バージョンのみを使用することが求められています。オラクル

は、業界や技術の発展に応じてこれらの標準を修正し、たとえば、弱い暗号化アルゴリ

ズムをタイムリーに非推奨とすることを強制しています。 

暗号化とキー管理： 
暗号化 

EKM-03.1 環境内の静止状態（ディスク/スト

レージ上）のテナントデータを暗号

化していますか。 

OCIは、すべての保存中のテナントデータを暗号化します。 

 EKM-03.2 ネットワークやハイパーバイザのイ

ンスタンス内やインスタンス間で

データおよび仮想マシンイメージを

転送する際に、暗号化を利用して保

護していますか。 

暗号化（TLS v1.2）は、クラウドインフラのコンポーネント間でネットワークを介して

データやマシンイメージを転送する際に使用されます。ただし、暗号化をサポートしな

い顧客にレガシーのプロトコル（ファイルシステム・ストレージのNFSやブロック・ボ

リュームのiSCSIなど）が提供されている場合は、顧客の責任でデータを暗号化したう

えで、クラウドネットワークを介してデータを転送していただく必要があります。 

 EKM-03.3 暗号管理のポリシー、手順、ガイド

ラインを確立して定義する文書はあ

りますか。 

OCIは、OCIサービスの主な構成要素について、保管中および送信中のデータの暗号化

をサポートするために、キー管理のポリシー、手順、仕組みを確立しています。 
企業内部のデータおよび送信の暗号化について、オラクルは暗号化キーのライフサイク

ル（生成、配布、失効など）を通して管理する手順を確立しています。 

暗号化とキー管理： 
ストレージとアクセス 

EKM-04.1 オープン/検証済みのフォーマットと

標準アルゴリズムを使用して、プ

ラットフォームとデータに適した暗

号化を行っていますか。 

オラクルは、企業の情報アセットの機密性、完全性、可用性を保護するために設計され

た、さまざまな技術的セキュリティ管理を実装しています。これらのコントロールは、

業界標準に基づいて、リスクベースのアプローチで企業のインフラ全体にデプロイされ

ます。 
OCIは、AES-256、IPsec、FIPS-140-2などの標準と検証済みのフォーマットを使用し

た、強力な暗号化をサポートしています。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/data-
protection/technical-controls.htmlを参照してください。 

 EKM-04.2 暗号化キーは、クラウド・コン

シューマまたは信頼できるキー管理

プロバイダーによって管理されてい

ますか。 

アプリケーション・レベルの暗号化に用いる暗号化キーは、顧客の責任で保管してくだ

さい。マスター暗号キーは、物理的なHSMか、Oracle Cloud InfrastructureがOCI内専用

に構築した独自のソフトウェア管理システムに保存されます。 

 EKM-04.3 暗号化キーをクラウドに保存してい

ますか。 
マスター暗号キーは、物理的なHSMか、Oracle Cloud InfrastructureがOCI内専用に構築

した独自のソフトウェア管理システムに保存されます。 

 EKM-04.4 キー管理の業務とキー使用の業務を

分けていますか。 
OCIは、キー管理とキー使用に関する職務分掌を実施する手続きを確立し、実行してい

ます。OCIのキー管理は、暗号化キーのライフサイクル全体を含み、キーの生成、設

置、保管、ローテーション、破壊に至る各管理段階での確立と管理の方法を明らかにし

ています。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/data-protection/technical-controls.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/data-protection/technical-controls.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/data-protection/technical-controls.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
ガバナンスとリスク管

理： 
ベースライン要件 

GRM-01.1 インフラの各コンポーネント（ハイ

パーバイザ、オペレーティング・シ

ステム、ルーター、DNSサーバーな

ど）に対して、情報セキュリティ・

ベースラインを文書化しています

か。 

オラクルのエンタープライズ・アーキテクチャ組織は、オラクルの企業システム内およ

びOracle Cloudで使用するためのガイダンス文書と安全な構成を定義し、維持します。

このガイダンスは、ハードウェア、ストレージ、オペレーティング・システム、データ

ベース、ミドルウェア、アプリケーションなど、オラクル環境の層全体に適用されま

す。 

 GRM-01.2 情報セキュリティのベースラインに

対するインフラのコンプライアンス

を継続的に監視し、報告する機能を

備えていますか。 

オラクルは、OCIデバイス全体に標準化されたシステム強化の慣行を採用しています。

ベースイメージやベースラインを用いたアライメント監視、プロトコルアクセスの制

限、不要なソフトウェアやサービスの削除および無効化、不要なユーザーアカウントの

削除、パッチ管理、ログ取得などが該当します。 

ガバナンスとリスク管

理： 
リスクアセスメント 

GRM-02.1 組織のリスクアセスメントは、デー

タの残留性、保持期間やデータ保護

および分類に関する法律、法令上の

要件についての認識を考慮していま

すか。 

顧客のデータがどのOCIリージョンでホストされるかを管理する必要があります。オラ

クルは、サービス・プロバイダーとしてのオラクルに適用される法的、契約的、および

規制上の要件を追跡しています。 

 GRM-02.2 データガバナンスの要件に関連する

リスクアセスメントを少なくとも年

1回、実施していますか。 

OCIは、毎年リスクアセスメントを実施しています。情報セキュリティ管理システム

（ISMS）の全体的なフレームワークの一部として、ベースライン・セキュリティ要件

は頻繁にレビューされます。 

ガバナンスとリスク管

理： 
管理監督 

GRM-03.1 技術部門、事業部門、経営部門のマ

ネージャーとして、マネージャー自

身と従業員の担当分野に関連するセ

キュリティポリシー、手順、標準に

ついて、自身と従業員の認識を維持

し、遵守する責任を負っています

か。 

オラクルは、社員のセキュリティを重視しています。また、ヒューマンエラー、盗

難、不正行為、施設の悪用といったリスクを最小限に抑えるために、人事考課、機密

保持契約、セキュリティ意識の教育およびトレーニング、懲戒処分の実行などの取り

組みを継続しています。 
オラクルの従業員は、顧客データの機密性を維持するよう求められています。従業員

は、最初の雇用条件の一環として、秘密保持契約書に署名し、秘密情報の保護に関する

会社のポリシーを遵守しなければなりません。オラクルは、下請け業者がサービスを提

供する前に、各下請け業者から書面による秘密保持契約を取得します。従業員一人ひと

りは、入社時およびその後2年ごとに情報保護に関するトレーニングを受けることが義

務付けられています。 

ガバナンスとリスク管

理： 
管理プログラム 

GRM-04.1 情報セキュリティ管理プログラム

（ISMP）について説明する文書を

テナントに提供していますか。 

オラクルの企業セキュリティ慣行については、

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/をご覧ください。 
グローバル情報セキュリティ部門は、セキュリティの監視、コンプライアンス、実施、

さらに情報セキュリティ評価の実施、情報セキュリティポリシーと戦略の策定、企業レ

ベルでのトレーニングと意識向上に責任を負います。この組織は、セキュリティ・イン

シデント対応の主要窓口として、インシデントの予防、特定、調査、解決のための全体

的な指示を提供します。 
企業ガバナンスチームとプログラムについては、
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-
information-security.htmlで説明しています。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 GRM-04.2 情報セキュリティ管理プログラム

（ISMP）を少なくとも年に1回、レ

ビューしていますか。 

執行役会長兼最高技術責任者（CTO）直属のチーフ・コーポレート・アーキテクトは、

Oracle Security Oversight Committee（OSOC）のディレクターのひとりです。オラク

ルのOSOCは、オラクルにおける情報セキュリティを継続的に管理、検討します。 

ガバナンスとリスク管

理： 
管理のサポート/関与 

GRM-05.1 役員およびライン管理者は、明瞭に

文書化された方向性とコミットメン

トを通じて情報セキュリティを支援

するために、正式な行動をとり、そ

の行動が割り当てられたことを確認

していますか。 

グローバル情報セキュリティは、情報セキュリティ・マネージャー（ISM）プログラム

を管理しています。情報セキュリティ・マネージャーは、それぞれの事業部門における

セキュリティ支援者として、オラクルのセキュリティポリシー、プロセス、標準、イニ

シアチブに対する認識とコンプライアンスを高める役割を果たします。 
グローバル情報セキュリティにおけるプログラムは、オラクルの情報資産とオラクルに

委託された情報資産の機密性、完全性、および可用性を維持することに専念しており、

次のような点に重点を置いています。 
セキュリティ、プライバシ、コンプライアンスを実現するグローバルな企業技術標準を

定義する国際標準化機構（ISO）や米国立標準技術研究所（NIST）が発行する業界標準

に貢献する 
地域または職能分野横断的にセキュリティ文化を醸成するため、各事業部門のセキュリ

ティ担当者を支援する 

ガバナンスとリスク管

理： 
ポリシー 

GRM-06.1 情報セキュリティのポリシーと手順

は、影響を受ける社員とビジネス

パートナーのすべてに公開され、説

明責任を持つビジネス上のロール/職
能によって承認されたうえで、業界

のベストプラクティス（ISO 
27001、SOC 2など）に従った情報

セキュリティ管理プログラムによっ

てサポートされていますか。 

オラクルは、定期的なニュースレターや臨時のセキュリティ意識向上キャンペーンを通

じて、セキュリティ意識を高め、従業員への啓蒙を図っています。OCIの従業員は、入

社時およびその後毎年セキュリティ意識向上トレーニングを完了することが義務付けら

れています。このコースは、オラクルのプライバシおよびセキュリティポリシーに基づ

く義務について従業員に指導するものです。 
オラクルでの従業員の職務に適用される可能性があり、会社のポリシーによって要求さ

れるデータプライバシの原則とデータ処理の慣行についても説明します。 

 GRM-06.2 情報セキュリティポリシーは、組織

のビジネスリーダー（または、責任

を負うべき他のビジネス上のロール

は職能）によって承認され、戦略的

ビジネス計画および情報セキュリ

ティ管理プログラムによって裏付け

られており、ビジネスリーダーに対

して情報セキュリティのロールと責

任が定義されていますか。 

執行役会長兼最高技術責任者（CTO）直属のチーフ・コーポレート・アーキテクトは、

Oracle Security Oversight Committee（OSOC）のディレクターのひとりです。チー

フ・コーポレート・アーキテクトは、オラクルにおけるセキュリティ管理の識別と実装

に直接責任を負う機能部門を管理しています。これらの部門は、企業のセキュリティ・

プログラムを推進し、企業のセキュリティポリシーを定義してコンプライアンスを評価

し、オラクルのセキュリティポリシーと実践を多次元的な側面から運用面で監督してい

ます。 
グローバル情報セキュリティ 
グローバル物理セキュリティ 
グローバル製品セキュリティ 
Corporate Security Architecture 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-physical-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-product-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/security-architecture.html


30 CAIQ for Oracle Cloud Infrastructure | Version 1.3 

 

 

コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 GRM-06.3 プロバイダーが情報セキュリティと

プライバシポリシーを遵守するため

の契約を結んでいますか。 

オラクルは、サプライヤーやパートナーに対して、委託されたオラクルおよびサード

パーティのデータおよびアセットを保護することを確認する正式な要件を定めていま

す。サプライヤー情報と物理セキュリティ標準では、オラクルのサプライヤーとパート

ナーに採用が求められるセキュリティ管理について詳しく説明しています。 
 オラクルおよびオラクル顧客の施設、ネットワークおよび/または情報システ

ムへのアクセス 
 オラクル社機密情報、および預かったオラクルのハードウェアアセットの取り

扱い 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/supply-chain/を
参照してください。 

 GRM-06.4 統制、アーキテクチャ、プロセスを

規制や標準に対応させているデュー

デリジェンスの証拠を提出できます

か。 

OCIは、情報セキュリティ管理に関するISO/IEC 27002の実践のための規範（Code of 
Practice）におおむね沿ったポリシーのもとで運営されています。OCIの内部統制は、

独立した第三者監査機関による定期的なテストを受けています。Oracle Cloud 
Infrastructureサービスに関するISO 27000シリーズ、SOC 1、SOC 2、SOC 3、
HIPAA、PCI、その他の証明レポートが第三者監査人により定期的に発行されます。多

くのOCIプログラムが監査レポート自体の中でマッピングを提供しています。監査レ

ポートは、NDAを締結したうえでオラクルの顧客と見込み客に提供されます。 
グローバル情報セキュリティは、情報セキュリティ・マネージャー（ISM）プログラム

を管理しています。情報セキュリティ・マネージャーは、それぞれの事業部門における

セキュリティ支援者として、オラクルのセキュリティポリシー、プロセス、標準、イニ

シアチブに対する認識とコンプライアンスを高める役割を果たします。 
グローバル情報セキュリティにおけるプログラムは、オラクルの情報資産とオラクルに

委託された情報資産の機密性、完全性、および可用性を維持することに専念しており、

次のような点に重点を置いています。 
 セキュリティ、プライバシ、コンプライアンスを実現するグローバルな企業技

術標準を定義する 
 国際標準化機構（ISO）や米国立標準技術研究所（NIST）が発行する業界標準

に貢献する 
 地域または職能分野横断的にセキュリティ文化を醸成するため、各事業部門の

セキュリティ担当者を支援する 

 GRM-06.5 どのような管理、標準、認証、規制

を遵守しているかを開示しています

か。 

Oracle Cloud Servicesに関する監査レポートは、オラクルの第三者監査人により定期的

に公開されています。レポートは、どのサービスにも、どの監査タイプにも、または常

に利用可能であるとは限りません。顧客は、営業を通じて、特定のOracle Cloudサービ

スで利用可能な監査レポートへのアクセスを要求することができます。 

ガバナンスとリスク管

理： 
ポリシーの適用 

GRM-07.1 セキュリティポリシーや手続きに違

反した従業員に対する正式な懲戒や

制裁のポリシーは確立されています

か。 

オラクルは、定期的なニュースレターや臨時のセキュリティ意識向上キャンペーンを通

じて、セキュリティ意識を高め、従業員への啓蒙を図っています。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/supply-chain/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/supply-chain/
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
セキュリティレビュー、評価、および監査は、オラクルの情報セキュリティポリシー、

手順、および慣行への準拠を確認するために定期的に実施されます。これらのポリ

シー、手順、ガイドラインに従わない従業員は、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合

があります。 

 GRM-07.2 違反した場合、どのような措置が取

られるかを、ポリシーおよび手順を

通じて従業員に周知徹底しています

か。 

オラクルは、定期的なニュースレターや臨時のセキュリティ意識向上キャンペーンを通

じて、セキュリティ意識を高め、従業員への啓蒙を図っています。 
OCIの従業員は、入社時およびその後毎年セキュリティ意識向上トレーニングを完了す

ることが義務付けられています。このコースは、オラクルのプライバシおよびセキュリ

ティポリシーに基づく義務について従業員に指導するものです。オラクルでの従業員の

職務に適用される可能性があり、 
会社のポリシーによって要求されるデータプライバシの原則とデータ処理の慣行につい

ても説明します。 

ガバナンスとリスク管

理： 
ポリシーのレビュー 

GRM-08.1 リスクアセスメントの結果、セキュ

リティポリシー、手順、標準、コン

トロールが適切かつ効果的に維持さ

れるよう、更新されていますか。 

オラクルの企業情報セキュリティポリシー・レビュー・プロセスでは、オラクル・グ

ローバル情報セキュリティ（GIS）が、情報セキュリティポリシーの継続的かつ部門横

断的なレビューを主導し、これらのポリシーが引き続き適切であり、オラクルの技術、

法律、政府およびビジネス上の要件と整合していることを確認する方法を定義していま

す。 
OCIは、その環境のリスクアセスメントを実施し、情報セキュリティ・コントロールと

セーフガードの有効性をレビューするとともに、新たなリスクを特定しています。リス

クは年に1回評価され、リスクアセスメントの結果は正式なリスクアセスメント・レ

ポートを通じて経営陣に提出されます。 

ガバナンスとリスク管

理： 
ポリシーのレビュー 

GRM-09.1 情報セキュリティやプライバシポリ

シーに重要な変更を加える場合、テ

ナントに通知していますか。 

顧客は、Oracle Cloud Hosting and Delivery Policiesのアップデートを購読することがで

きます（https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-
policies.html）。 

 GRM-09.2 個人情報保護とセキュリティのポリ

シーについて、年に1回以上の見直

しを実施していますか。 

グローバル情報セキュリティ部門は、セキュリティの監視、コンプライアンス、実施、

さらに情報セキュリティ評価の実施、情報セキュリティポリシーと戦略の策定、企業レ

ベルでのトレーニングと意識向上に責任を負います。ポリシーは少なくとも年1回見直

されます。 

ガバナンスとリスク管

理： 
アセスメント 

GRM-10.1 全社的な枠組みに沿った正式なリス

クアセスメントを、少なくとも年に

1回、または計画的な間隔で実施

し、定性的および定量的な手法に

よって、識別されたすべてのリスク

の可能性と影響を判断しています

か。 

執行役会長兼最高技術責任者（CTO）直属のチーフ・コーポレート・アーキテクトは、

Oracle Security Oversight Committee（OSOC）のディレクターのひとりです。チー

フ・コーポレート・アーキテクトは、オラクルにおけるセキュリティ管理の識別と実装

に直接責任を負う機能部門を管理しています。これらの部門は、企業のセキュリティ・

プログラムを推進し、企業のセキュリティポリシーを定義してコンプライアンスを評価

し、オラクルのセキュリティポリシーと実践を多次元的な側面から運用面で監督してい

ます。 

https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
OCIは、その環境のリスクアセスメントを実施し、情報セキュリティ・コントロールと

セーフガードの有効性をレビューするとともに、新たなリスクを特定しています。年1
回のリスクアセスメントの結果は、全社的なリスク・フレームワークに沿った正式なリ

スクアセスメント・レポートを通じて経営陣に提出されます。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/objectives.htmlを
参照してください。 

 GRM-10.2 すべてのリスクカテゴリを考慮し、

内在リスクと残留リスクに関連する

可能性と影響を、独立して判断して

いますか。 

リスクアセスメントのプロセスは、リスクの特定から始まり、発生の可能性と影響を判

断してリスクレベルを確定し、リスクの影響を許容レベルまで軽減することを目的とし

たコントロールとセーフガードを特定することです。リスクを軽減するために、対策、

勧告、コントロールを実施します。 

ガバナンスとリスク管

理： 
プログラム 

GRM-11.1 リスクを管理する組織全体のプログ

ラムを文書化していますか。 
オラクルの企業セキュリティ・プログラムは、オラクルと顧客の両方についてデータの

機密性、完全性、可用性を保護するために設計されています。 
クラウドやテクニカルサポート、その他のサービスなど、顧客が依存しているミッショ

ンクリティカルなシステム 
盗難や悪意のある改ざんから守るオラクルのソースコードやその他の機密データ オラク

ルの社内ITシステムに存在する顧客、パートナー、サプライヤー、および従業員データ

など、オラクルが業務上収集する個人情報およびその他の機密情報 

 GRM-11.2 組織全体のリスク管理プログラムの

文書を公開していますか。 
企業ガバナンスチームとプログラムについては、
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-
information-security.htmlで説明しています。 
グローバル情報セキュリティ部門は、セキュリティの監視、コンプライアンス、実施、

さらに情報セキュリティ評価の実施、情報セキュリティポリシーと戦略の策定、企業レ

ベルでのトレーニングと意識向上に責任を負います。この組織は、セキュリティ・イン

シデント対応の主要窓口として、インシデントの予防、特定、調査、解決のための全体

的な指示を提供します。 

人事： 
資産返却 

HRS-01.1 契約や取引関係が終了したとき、従

業員やビジネスパートナーは、組織

が所有する資産の返還義務について

適切に知らされていますか。 

オラクルのユーザーアクセスは、オラクルの人事データベースと統合されたアカウン

ト・プロビジョニング・システムによってプロビジョニングされます。アクセス権は職

務権限に基づいて付与され、管理者の承認が必要です。 
オラクルは、従業員の適切なアクセスレベルに関して、ネットワークとオペレーティン

グ・システムのアカウントを定期的にレビューしています。従業員の解雇、死亡、退職

に際して、オラクルはネットワーク、電話、および物理的アクセスを速やかに終了する

うえで適切な行動をとります。 

 HRS-01.2 資産返却の方法について、定められ

た期間内にどのように返却すべきか

をまとめた手順書はありますか。 

オラクルには、オラクル従業員、請負業者および訪問者が利用できるオラクルの企業

ネットワーク、コンピュータシステム、電話システム、メッセージング技術、インター

ネット・アクセス、およびその他の企業リソースの使用に関して正式な要件がありま

す。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/objectives.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/objectives.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
人事： 
経歴スクリーニング 

HRS-02.1 現地の法律、規制、倫理、契約上の

制約に従って、雇用候補者、請負業

者、関係する第三者の全員を身元確

認の対象にしていますか。 

米国内では、オラクルは外部審査機関を使って、新規採用する米国人従業員の雇用前の

経歴調査を行っています。米国外における人事考課は、現地の法律、就業規則、現地の

オラクルのポリシーによって異なります。 

人事： 
雇用契約 

HRS-03.1 雇用契約には、確立された情報ガバ

ナンスとセキュリティポリシーに準

拠した条項や条件が盛り込まれてい

ますか。 

オラクルの従業員は、顧客データの機密性を維持するよう求められています。従業員

は、最初の雇用条件の一環として、秘密保持契約書に署名し、秘密情報の保護に関する

会社のポリシーを遵守しなければなりません。オラクルは、下請け業者がサービスを提

供する前に、各下請け業者から書面による秘密保持契約を取得します。 

 HRS-03.2 従業員に会社の施設、資源、資産へ

のアクセス権を与える前に、新規採

用の従業員または研修の済んだ従業

員が雇用契約を締結することを要求

していますか。 

オラクルの従業員は、顧客データの機密性を維持するよう求められています。従業員

は、最初の雇用条件の一環として、秘密保持契約書に署名し、秘密情報の保護に関する

会社のポリシーを遵守しなければなりません。オラクルは、下請け業者がサービスを提

供する前に、各下請け業者から書面による秘密保持契約を取得します。 

人事： 
雇用の終了 

HRS-04.1 雇用を変更する、あるいは解雇を管

理する際のポリシー、手順、ガイド

ラインは文書化されていますか。 

オラクルは、定期的なニュースレターや臨時のセキュリティ意識向上キャンペーンを通

じて、セキュリティ意識を高め、従業員への啓蒙を図っています。 
OCIの従業員は、入社時およびその後毎年セキュリティ意識向上トレーニングを完了す

ることが義務付けられています。このコースは、オラクルのプライバシおよびセキュリ

ティポリシーに基づく義務について従業員に指導するものです。オラクルでの従業員の

職務に適用される可能性があり、会社のポリシーによって要求されるデータプライバシ

の原則とデータ処理の慣行についても説明します。 

 HRS-04.2 上記の手順やガイドラインでは、タ

イムリーなアクセス権の取り消しや

資産の返還を考慮していますか。 

オラクルは、従業員の適切なアクセスレベルに関して、ネットワークとオペレーティン

グ・システムのアカウントを定期的にレビューしています。従業員の解雇、死亡、退職

に際して、オラクルはネットワーク、電話、および物理的アクセスを速やかに終了する

うえで適切な行動をとります。 

人事： 
携帯機器/モバイルデバイ

ス 

HRS-05.1 一般的に非携帯機器（プロバイダー

組織の施設にあるデスクトップ・コ

ンピュータなど）よりもリスクの高

い、携帯機器やモバイルデバイス

（ラップトップ、携帯電話、PDAな
ど）からの機密データやテナント

データへのアクセスを厳密に制限す

るポリシーと手順を確立し、対策を

実施していますか。 

オラクルのポリシーでは、ラップトップやモバイルデバイスでウィルス侵入防止やファ

イアウォールのソフトウェアの使用が義務付けられています。さらに、Oracleのデータ

を保持するWindowsオペレーティング・システムを実行するすべてのコンピュータは、

Microsoftの自動セキュリティ・アップデートを有効にする必要があります。その他のデ

バイスやOSのセキュリティ・アップデートは、公開の通知を受けた時点でインストー

ルする必要があります。オラクルまたは顧客の情報を処理するデスクトップ・コン

ピュータやラップトップは、承認されたソフトウェアを使用して暗号化する必要があり

ます。レポートを通じて経営陣は、自社におけるラップトップの暗号化の適用状況を確

認できます。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/laptop-mobile-
devices.htmlを参照してください。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/laptop-mobile-devices.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/laptop-mobile-devices.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/laptop-mobile-devices.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
人事： 
秘密保持契約 

HRS-06.1 データおよび業務詳細の保護に関す

る組織のニーズを反映した非開示ま

たは秘密保持契約の要件を特定し、

文書化したうえで計画的な間隔でレ

ビューしていますか。 

オラクルの従業員は、顧客データの機密性を維持するよう求められています。従業員

は、最初の雇用条件の一環として、秘密保持契約書に署名し、秘密情報の保護に関する

会社のポリシーを遵守しなければなりません。オラクルは、下請け業者がサービスを提

供する前に、各下請け業者から書面による秘密保持契約を取得します。 

人事： 
役割/職責 

HRS-07.1 管理責任とテナントの管理責任を明

確にする役割分担の文書を、テナン

トに提供していますか。 

顧客のOCIアプリケーションにおけるすべてのエンドユーザー管理については、顧客が

責任を負います。オラクルは顧客のエンドユーザー・アカウントを管理しません。顧客

は、アプリケーションと追加の組込みセキュリティ機能を構成できます。 
顧客の管理責任の根拠となる追加情報については、OCIの一般向けドキュメント

（https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/home.htm）を参照してください。 

人事： 
受け入れられる使用 

HRS-08.1 組織が所有または管理するユーザー

のエンドポイント・デバイスとITイ
ンフラのネットワークおよびシステ

ム・コンポーネントの使用を許可す

る許容範囲と条件を定義するポリ

シーと手順はありますか。 

オラクルのポリシーでは、ラップトップやモバイルデバイスでウィルス侵入防止やファ

イアウォールのソフトウェアの使用が義務付けられています。さらに、Oracleのデータ

を保持するWindowsオペレーティング・システムを実行するすべてのコンピュータは、

Microsoftの自動セキュリティ・アップデートを有効にする必要があります。その他のデ

バイスやOSのセキュリティ・アップデートは、公開の通知を受けた時点でインストー

ルする必要があります。オラクルまたは顧客の情報を処理するデスクトップ・コン

ピュータやラップトップは、承認されたソフトウェアを使用して暗号化する必要があり

ます。レポートを通じて経営陣は、自社におけるラップトップの暗号化の適用状況を確

認できます。 
ウィルス対策ソフトウェアは、脅威定義の更新とウィルススキャンを毎日実行するよう

にスケジュールする必要があります。 
オラクルのグローバル・デスクトップ戦略（GDS）組織は、ウィルス対策製品と

Windows Server Update Services（WSUS）にウィルス定義とセキュリティ・アップ

デートを適用して、常に最新の状態に保っています。GDSは、信頼できるウィルスの脅

威情報についても、またセキュリティ・アップデートが利用可能になったときにも、内

部のOracleシステムユーザーに通知する責任を負います。GDSは、ウィルス対策の設定

を検証するための自動化を提供します。 

 HRS-08.2 BYODデバイスとそのアプリケー

ションが会社のリソースにアクセス

する際の許容範囲と条件を定義して

いますか。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
人事： 
トレーニング/意識向上 

HRS-09.1 クラウド関連のアクセスとデータ管

理の問題（マルチテナンシ、国籍、

クラウド提供モデル、職務分掌の意

味、利益相反など）に関するロール

ベースの正式なセキュリティ意識ト

レーニング・プログラムを、テナン

トデータにアクセスするすべての人

に提供していますか。 

オラクルは、定期的なニュースレターや臨時のセキュリティ意識向上キャンペーンを通

じて、セキュリティ意識を高め、従業員への啓蒙を図っています。 
OCIの従業員は、入社時およびその後毎年セキュリティ意識向上トレーニングを完了す

る必要があります。このコースは、オラクルのプライバシおよびセキュリティポリシー

に基づく義務について従業員に指導するものです。オラクルでの従業員の職務に適用さ

れる可能性があり、会社のポリシーによって要求されるデータプライバシの原則とデー

タ処理の慣行についても説明します。 

 HRS-09.2 従業員に対して、それぞれのロール

や果たすべき情報セキュリティ管理

について、具体的なトレーニングを

実施していますか。 

従業員一人ひとりは、入社時およびその後2年ごとに情報保護に関するトレーニングを

受けることが義務付けられています。 
このコースは、オラクルのプライバシおよびセキュリティポリシーに基づく義務につい

て従業員に指導するものです。オラクルでの従業員の職務に適用される可能性があり、

会社のポリシーによって要求されるデータプライバシの原則とデータ処理の慣行につい

ても説明します。 
OCIの従業員は、入社時およびその後毎年セキュリティ意識向上トレーニングを完了す

る必要があります。OCIの従業員は、OCIのクラウド環境に適用される標準と要件に固

有の追加のトレーニングを完了する必要があります。 

 HRS-09.3 従業員が研修を修了したことを認め

る文書を作成していますか。 
トレーニングの完了は、Oracle Global Trainingツール内で追跡されます。 

 HRS-09.4 トレーニング・プログラムを期限内

に適切に終了することが、機密性シ

ステムへのアクセスを取得、維持す

る前提条件とされていますか。 

従業員は、最初の雇用条件の一環として、秘密保持契約書に署名し、秘密情報の保護に

関する会社のポリシーを遵守しなければなりません。オラクルは、下請け業者がサービ

スを提供する前に、各下請け業者から書面による秘密保持契約を取得します。従業員ト

レーニング計画に不備がある場合は、経営者に通知しています。 
ソースコードへの書き込みまたは管理アクセス権を持つOCIの従業員は、年1回のセ

キュアコード・トレーニングを完了することが義務付けられています。 

 HRS-09.5 担当者には、少なくとも年に1回、

トレーニングや意識向上プログラム

を提供していますか。 

オラクルは、社員のセキュリティを重視しています。また、ヒューマンエラー、盗難、

不正行為、施設の悪用といったリスクを最小限に抑えるために、人事考課、機密保持契

約、セキュリティ意識の教育およびトレーニング、懲戒処分の実行などの取り組みを継

続しています。 
OCIの従業員は、インシデントを報告するプロセスと手順を定めた情報セキュリティポ

リシーに従い、年1回のセキュリティ意識向上トレーニングを完了することが義務付け

られています。 

 HRS-09.6 管理者やデータスチュワードは、セ

キュリティとデータの完全性に関す

る法的責任について、適切な指導を

受けていますか。 

オラクルの従業員は、顧客データの機密性を維持するよう求められています。従業員

は、最初の雇用条件の一環として、秘密保持契約書に署名し、秘密情報の保護に関する

会社のポリシーを遵守しなければなりません。オラクルは、下請け業者がサービスを提

供する前に、各下請け業者から書面による秘密保持契約を取得します。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
人事： 
ユーザーの責任 

HRS-10.1 担当者は、公表されたセキュリティ

ポリシー、手順、標準、該当する規

制要件に対する認識と遵守を維持す

る責任について知らされています

か。 

従業員は、最初の雇用条件の一環として、秘密保持契約書に署名し、秘密情報の保護に

関する会社のポリシーを遵守しなければなりません。オラクルは、下請け業者がサービ

スを提供する前に、各下請け業者から書面による秘密保持契約を取得します。 

 HRS-10.2 安全・安心な職場環境を維持するた

めの責任については、担当者に周知

されていますか。 

オラクルは、社員のセキュリティを重視しています。また、ヒューマンエラー、盗難、

不正行為、施設の悪用といったリスクを最小限に抑えるために、人事考課、機密保持契

約、セキュリティ意識の教育およびトレーニング、懲戒処分の実行などの取り組みを継

続しています。 

 HRS-10.3 担当者は、機器が安全に保管された

うえで、放置されないようにする責

任を知らされていますか。 

オラクルは、社員のセキュリティを重視しています。また、ヒューマンエラー、盗難、

不正行為、施設の悪用といったリスクを最小限に抑えるために、人事考課、機密保持契

約、セキュリティ意識の教育およびトレーニング、懲戒処分の実行などの取り組みを継

続しています。 

人事： 
ワークスペース 

HRS-11.1 デスクトップ・コンピュータやラッ

プトップは、あらかじめ設定した時

間が経過するとロックアウト画面が

表示されるように設定されています

か。 

オラクルの担当者は、Windows Server Update Services（WSUS）、ウィルス定義、セ

キュリティ更新、画面を自動的にロックするツールなど、オラクルのGlobal Desktop 
Strategy（GDS）ソリューションを活用する必要があります。 

 HRS-11.2 無人のワークスペースで、機密文書

が（デスクトップ上などで）誰にで

も見える状態になっていないことを

保証するポリシーと手順はあります

か。 

オラクルのポリシーでは、ラップトップやモバイルデバイスでウィルス侵入防止やファ

イアウォールのソフトウェアの使用が義務付けられています。さらに、Oracleのデータ

を保持するWindowsオペレーティング・システムを実行するすべてのコンピュータは、

Microsoftの自動セキュリティ・アップデートを有効にする必要があります。その他のデ

バイスやOSのセキュリティ・アップデートは、公開の通知を受けた時点でインストー

ルする必要があります。オラクルまたは顧客の情報を処理するデスクトップ・コン

ピュータやラップトップは、承認されたソフトウェアを使用して暗号化する必要があり

ます。レポートを通じて経営陣は、自社におけるラップトップの暗号化の適用状況を確

認できます。 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
監査ツールアクセス 

IAM-01.1 情報セキュリティ管理システム（ハ

イパーバイザ、ファイアウォール、

脆弱性スキャナ、ネットワークスニ

ファ、APIなど）へのアクセスを制

限し、ログに記録して監視していま

すか。 

オラクルのユーザーアクセスは、オラクルの人事データベースと統合されたアカウン

ト・プロビジョニング・システムによってプロビジョニングされます。アクセス権は職

務権限に基づいて付与され、管理者の承認が必要です。 
特定リソースへのアクセスの制御は、エンティティまたは個人のアイデンティティの確

立に依存するため、認可は認証の成功に依存します。アクセスの許可、承認、およびレ

ビューに関するオラクルの認可決定はすべての、以下の原則に基づいて行われます。 
Need to Know：ユーザーは自分の職務のためにこのアクセスを必要とするか。 
職務分掌：アクセスは利益相反にならないか。 
最小権限：アクセスは、正当な事業目的に必要な資源や情報のみに制限されているか。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
OCIは、システムへのアクセスを、許可された者にのみに制限しています。オラクルの

ロギングおよびログ分析ポリシーに従い、情報セキュリティ管理システムへの特権アク

セスのロギングと監視が実施されています。 

 IAM-01.2 情報セキュリティ管理システムへの

特権アクセス（管理者レベルなど）

を監視し、ログを記録しています

か。 

オラクルは、オペレーティング・システム、アプリケーション、データベース、および

ネットワークデバイスにおける特定のセキュリティ関連活動を記録しています。Oracle
プログラムへのアクセス、システムアラート、コンソールメッセージ、システムエラー

などのログを記録するようにシステムを構成しています。オラクルは、ログファイルの

メディアを使い切る、イベントを記録できない、ログが上書きされるなど運用上の問題

から保護するために、設計されたコントロールを実装しています。 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
ユーザーアクセス・ポリ

シー 

IAM-02.1 業務上不要になったシステムアクセ

ス権をタイムリーに削除できる管理

体制を整備していますか。 

オラクルは、従業員の適切なアクセスレベルに関して、ネットワークとオペレーティン

グ・システムのアカウントを定期的にレビューしています。従業員の解雇、死亡、退職

に際して、オラクルはネットワーク、電話、および物理的アクセスを速やかに終了する

うえで適切な行動をとります。 

 IAM-02.2 法律、法令、規制に関するコンプラ

イアンス要件を遵守し、適切なデー

タ/アセットへのアクセス管理を行う

ためのポリシー、手順、技術的手段

はありますか。 

オラクルは、従業員の適切なアクセスレベルに関して、ネットワークとオペレーティン

グ・システムのアカウントを定期的にレビューしています。従業員の解雇、死亡、退職

に際して、オラクルはネットワーク、電話、および物理的アクセスを速やかに終了する

うえで適切な行動をとります。 

 IAM-02.3 最小権限のルールに基づくユー

ザーアカウント権限のプロビジョ

ニングとデプロビジョニングの手

順と 
技術的手段がありますか。 

オラクルは、役割分担を明確にすることで、業務担当者間の職務分掌を実現していま

す。オペレーションは職能グループに編成され、各職能は個々の従業員グループによっ

て実行されます。職能グループの例としては、データベース管理者、システム管理者、

ネットワーク・エンジニアなどがあげられます。 
オラクルのユーザーアクセスは、オラクルの人事データベースと統合されたアカウン

ト・プロビジョニング・システムによってプロビジョニングされます。アクセス権は職

務権限に基づいて付与され、管理者の承認が必要です。 

 IAM-02.4 マルチテナントのシステム・アーキ

テクチャで、データアクセスのセグ

メント化の手順や技術的手段をあり

ますか。 

オラクルは、あるエンドシステムから別のエンドシステムに送信する際の顧客データの

保護と統制に対応するために、強力なネットワーク制御を導入し、維持しています。オ

ラクルがネットワーク・サービス・ポリシーを使用する際には、Oracleネットワークに

接続されるコンピュータ、サーバー、およびその他のデータデバイスのセキュリティ、

構成、およびアクセス方法について確立された標準に準拠する必要があるとされていま

す。 
OCIには、マルチテナントのシステム・アーキテクチャでデータアクセスをセグメント

化するための手段が用意されています。 

 IAM-02.5 AAA（Authentication, Authorization 
and Accountability）のルールに基づ

いて、データアクセスの許可を実施

していますか。 

特定リソースへのアクセスの制御は、エンティティまたは個人のアイデンティティの確

立に依存するため、認可は認証の成功に依存します。アクセスの許可、承認、およびレ

ビューに関するオラクルの認可決定はすべて、以下の原則に基づいて行われます。 
Need to Know：ユーザーは自分の職務のためにこのアクセスを必要とするか。 
職務分掌：アクセスは利益相反にならないか。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
最小権限：アクセスは、正当な事業目的に必要な資源や情報のみに制限されているか。 

 IAM-02.6 ポリシーと手順には、重要なビジネ

スケースを考慮する際に、より高い

レベルの保証を確立するセキュリ

ティ・コントロールが組み込まれ、

多要素認証でサポートされています

か。 

Logical Access Controls Policyは、インターネットに接続しておらず一般にはアクセス

可能ではないOracleのシステムにアクセスする社員やその他のオラクル定義ユーザーの

認証、認可、アクセス承認、プロビジョニングおよび取り消しなど、あらゆるOracleの
システムに対する論理アクセス制御要件を説明しています。Logical Access Controls 
Policyは、情報所有者が責任を持って、顧客、パートナー、その他の第三者のために保

有する情報を含めて、オラクルの「Internal」「Restricted」「Highly Restricted」情報を

処理する情報システムに対して、論理アクセス制御を定義、文書化、実施する要件を定

めたものです。 
多要素認証（MFA）をサポートするセキュリティ・コントロールが、OCIのポリシーと

手順によって確立されています。2要素が連動して、ユーザーの身元確認とサインイン

プロセスを完了させるには、追加のセキュリティ層が必要です。 

 IAM-02.7 業務上不要になったシステムへのア

クセスを削除するとき、かかる時間

を追跡するメトリックを用意してい

ますか。 

オラクルのユーザーアクセスは、オラクルの人事データベースと統合されたアカウン

ト・プロビジョニング・システムによってプロビジョニングされます。アクセス権は職

務権限に基づいて付与され、管理者の承認が必要です。メトリックはオラクル社機密情

報とみなされます。 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
診断/設定ポートへのアク

セス 

IAM-03.1 診断ポートと構成ポートへのユー

ザーアクセスは、許可された個人お

よびアプリケーションに制限されて

いますか。 

オラクルのエンタープライズ・アーキテクチャ組織は、オラクルの企業システム内およ

びOracle Cloudで使用するためのガイダンス文書と安全な構成を定義し、維持します。

このガイダンスは、ハードウェア、ストレージ、オペレーティング・システム、データ

ベース、ミドルウェア、アプリケーションなど、オラクル環境の層全体に適用されま

す。 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
ポリシーと手順 

IAM-04.1 ITインフラにアクセスできる全員の

アイデンティティ（ID）を、アクセ

スレベルも含めて管理・保存してい

ますか。 

オラクルは、オペレーティング・システム、アプリケーション、データベース、および

ネットワークデバイスにおける特定のセキュリティ関連活動を記録しています。Oracle
プログラムへのアクセス、システムアラート、コンソールメッセージ、システムエラー

などのログを記録するようにシステムを構成しています。オラクルは、ログファイルの

メディアを使い切る、イベントを記録できない、ログが上書きされるなど運用上の問題

から保護するために、設計されたコントロールを実装しています。 
オラクルは、フォレンジックとインシデントのためにログをレビューし、特定された異

常な活動は、セキュリティとインシデント管理プロセスに反映されます。セキュリティ

ログへのアクセスは、need-to-knowと最小権限に基づいて提供されます。可能な場合、

ログファイルは他のセキュリティ・コントロールに加えて強力な暗号化技術で保護さ

れ、アクセスが監視されます。インターネットに接続されたシステムで生成されたログ

が、インターネットに接続できないシステムに移されます。 

 IAM-04.2 ネットワークにアクセスできる全員

のユーザー・アインデンティティ

（ID）を、アクセスレベルも含めて

管理および保存していますか。 

オラクルのLogical Access Controls Policyは、オラクルの全従業員およびオラクルが管

理権限を持つあらゆる情報処理施設に対するアクセス制御の決定に適用されます。この

ポリシーは、一般にアクセス可能な、インターネットに接続しているオラクルのシステ

ムまたはエンドユーザーには適用されません。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
オラクルのユーザーアクセスは、オラクルの人事データベースと統合されたアカウン

ト・プロビジョニング・システムによってプロビジョニングされます。アクセス権は職

務権限に基づいて付与され、管理者の承認が必要です。 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
職務分掌 

IAM-05.1 クラウドサービスにおいて、どのよ

うに職務分掌を維持しているか、テ

ナントに文書を提供していますか。 

特定リソースへのアクセスの制御は、エンティティまたは個人のアイデンティティの確

立に依存するため、認可は認証の成功に依存します。アクセスの許可、承認、およびレ

ビューに関するオラクルの認可決定はすべての、以下の原則に基づいて行われます。 
Need to Know：ユーザーは自分の職務のためにこのアクセスを必要とするか。 
職務分掌：アクセスは利益相反にならないか。 
最小権限：アクセスは、正当な事業目的に必要な資源や情報のみに制限されているか。 
論理アクセス制御の詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-
practices/corporate/access-control.htmlを参照してください。 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
ソースコードのアクセス

制限 

IAM-06.1 アプリケーション、プログラム、オ

ブジェクトのソースコードへの不正

アクセスを防止し、許可された担当

者のみに制限するための管理体制が

整っていますか。 

オラクルは、そのソースコードに対して強力なセキュリティ管理を維持しています。オ

ラクルのソースコード保護ポリシーは、ソースコードへのアクセス制限（知る必要の強

制）、独立したコードレビューの要件、会社のソースコード・リポジトリの定期的な監

査について規定しています。オラクルがソースコードを保護する目的は、次の2つで

す。 
 会社の知的財産を保護し、イノベーションを促す 
 オラクルのソースコードに対する改ざんや、セキュリティ脆弱性を悪用する悪

意のある試みからオラクルとその顧客を保護する 
OCIのソースコード・ライブラリは許可された従業員に制限されています。アクセス権

が引き上げられたユーザーは四半期ごとにレビューされて承認され、ソースコードへの

すべてのアクセスが記録されて監査されます。 

 IAM-06.2 テナントのアプリケーション、プロ

グラム、オブジェクトのソースコー

ドへの不正アクセスを防止し、許可

された担当者のみに制限するための

管理体制が整っていますか。 

Oracle Cloudは、Oracle Security Assurance活動の対象であるオラクル製品に大きく依

存しています。クラウドのみで使用されるオラクル開発コード、つまりオンプレミス製

品のディストリビューションで使用されないコードも、Oracle Software Security 
Assuranceの対象となります。 
OCIシステムへのアクセスは、許可された者にアクセスを制限することで管理されてい

ます。顧客の環境にアクセスできるユーザーは四半期ごとにレビューされ、すべてのア

クセスが記録されて監査されます。 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
サードパーティ・アクセ

ス 

IAM-07.1 組織として、第三者による不正アク

セスのリスクアセスメントを実施し

ていますか。 

OCIシステムへのアクセスは、許可された者にアクセスを制限することで管理されてい

ます。顧客の環境にアクセスできるユーザーは、少なくとも四半期ごとにレビューさ

れ、すべてのアクセスが記録されて監査されます。 
顧客は、組織の情報システムおよびデータへの第三者のアクセスを必要とするビジネス

プロセスによってもたらされるリスクを特定し、評価し、優先順位を付ける責任を負い

ます。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/access-control.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/access-control.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/assurance/
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 IAM-07.2 不正アクセスや不適切なアクセスの

影響を軽減するために、予防的、検

出的、修正的な補償コントロールは

行っていますか。 

オラクルの企業セキュリティ管理は、管理的、物理的、技術的なセキュリティ管理の3
つに分類されます。 
論理的なアクセス制御や人事プロセスなどの管理コントロール 
サーバーやデータ処理環境に対する不正な物理的アクセスを防止する物理的コントロー

ル 
保存中および転送中のデータの安全な設定や暗号化など、技術的コントロール 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
ユーザーアクセス制限/認
証 

IAM-08.1 最小権限のルールに従って、テナン

ト/顧客の資格証明にアクセス制限を

付与、承認、実施する方法を文書化

していますか。 

オラクルのLogical Access Controls Policyは、オラクルの全従業員およびオラクルが管

理権限を持つあらゆる情報処理施設に対するアクセス制御の決定に適用されます。特定

リソースへのアクセスの制御は、エンティティまたは個人のアイデンティティの確立に

依存するため、認可は認証の成功に依存します。アクセスの許可、承認、およびレ

ビューに関するオラクルの認可決定はすべての、以下の原則に基づいて行われます。 
Need to Know：ユーザーは自分の職務のためにこのアクセスを必要とするか。 
職務分掌：アクセスは利益相反にならないか。 
最小権限：アクセスは、正当な事業目的に必要な資源や情報のみに制限されているか。 
顧客のテナンシおよびデータへのアクセスは顧客が制御します。 

 IAM-08.2 最小権限のルールに基づいて、認証

に使用するアイデンティティの許容

される保存とアクセスに関するポリ

シーと手順を確立していますか。 

オラクルは、オラクルのネットワーク、オペレーティング・システム、およびデータ

ベースのアカウントに対して強力なパスワードポリシーを適用し、ユーザーアカウント

と関連するパスワードを悪用して侵入者がシステムや環境にアクセスする可能性を低減

しています。 
アイデンティティ管理システムは、Corporate Security Architectureの要件に準拠する必

要があります。詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-
practices/corporate/governance/security-architecture.htmlを参照してください。 

 IAM-08.3 アイデンティティのレプリケーショ

ンを、業務上必要であると明示的に

定義されたユーザーのみに限定して

いますか。 

オラクルは、従業員の適切なアクセスレベルに関して、ネットワークとオペレーティン

グ・システムのアカウントを定期的にレビューしています。従業員の解雇、死亡、退職

に際して、オラクルはネットワーク、電話、および物理的アクセスを速やかに終了する

うえで適切な行動をとります。 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
ユーザーアクセス認証 

IAM-09.1 従業員、請負業者、顧客（テナン

ト）、ビジネスパートナー、サプラ

イヤーなどのユーザーが、データ

や、所有または管理する（物理およ

び仮想）アプリケーション、インフ

ラシステム、ネットワーク・コン

ポーネントにアクセスする前に、管

理者がユーザーアクセスの認可と制

限を規定していますか。 

オラクルのLogical Access Controls Policyは、オラクルの全従業員およびオラクルが管

理権限を持つあらゆる情報処理施設に対するアクセス制御の決定に適用されます。特定

リソースへのアクセスの制御は、エンティティまたは個人のアイデンティティの確立に

依存するため、認可は認証の成功に依存します。アクセスの許可、承認、およびレ

ビューに関するオラクルの認可決定はすべての、以下の原則に基づいて行われます。 
Need to Know：ユーザーは自分の職務のためにこのアクセスを必要とするか。 
職務分掌：アクセスは利益相反にならないか。 
最小権限：アクセスは、正当な事業目的に必要な資源や情報のみに制限されているか。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/access-control.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/human-resources-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/human-resources-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/physical-environmental.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/physical-environmental.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/data-protection/technical-controls.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/security-architecture.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/security-architecture.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/security-architecture.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 IAM-09.2 データや、所有または管理されてい

る（物理および仮想）アプリケー

ション、インフラシステム、ネット

ワーク・コンポーネントへのアクセ

スを、正規のユーザー（従業員、請

負業者、顧客（テナント）、ビジネ

スパートナー、サプライヤーなど）

の要求に応じて提供していますか。 

顧客は、自身のユーザーをプロビジョニングし、そのクラウドサービスへのアクセスを

制御する責任を負います。 
OCIの顧客は、誰がサービス環境へのアクセス権を持つかをレビューできますが、オラ

クルは自社のバックエンド・インフラに顧客がアクセスすることを許可していません。 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
ユーザーアクセスのレ

ビュー 

IAM-10.1 ビジネス・リーダーシップなど、説

明責任のあるビジネス上のロールま

たは機能により、最小権限のルール

に基づいてすべてのシステムユー

ザーと管理者（自身のテナントに

よって維持されるユーザーを除く）

のための資格の定期的な認可と検証

（たとえば、少なくとも年に1回）

を要求しますか。 

オラクルは、従業員の適切なアクセスレベルに関して、ネットワークとオペレーティン

グ・システムのアカウントを定期的にレビューしています。従業員の解雇、死亡、退職

に際して、オラクルはネットワーク、電話、および物理的アクセスを速やかに終了する

うえで適切な行動をとります。 
OCIシステムへのアクセスは、許可された者にアクセスを制限することで管理されてい

ます。顧客の環境にアクセスできるユーザーは、少なくとも四半期ごとにレビューさ

れ、すべてのアクセスが記録されて監査されます。 

 IAM-10.2 ポリシー（IAM-10.1の質問事項を参

照）が実施されていることを示す証

拠は収集していますか。 

OCIは、すべてのユーザーアクセスの監査証跡を保持し、ユーザー/アクセス権限のビジ

ネス要件を判断するために、アクセスおよび権限に関する定期的な監査が実施されてい

ます。 

 IAM-10.3 アクセス違反に対する是正措置で

は、ユーザーのアクセスポリシーに

従っていることを確認しますか。 

是正と証明のアクションは記録され、保持されます。 

 IAM-10.4 テナントデータへの不適切なアクセ

スが許可された可能性がある場合

に、ユーザー資格と是正レポートを

テナントと共有しますか。 

オラクルは、データがオラクルのハードウェアアセットに保有されているか、オラクル

社員や契約社員の個人的なハードウェアアセット上に保有されているかにかかわらず、

顧客データへの不正なアクセスや取り扱いの疑いが生じる事象を評価し、対処していま

す。 
オラクルのInformation Security Incident Reporting and Response Policyでは、インシデ

ントの報告および対応に関する要件を定義しています。このポリシーは、オラクルのグ

ローバル情報セキュリティ（GIS）組織が、セキュリティ・インシデント対応の主要窓

口として、インシデントの予防、特定、調査、解決のための全体的な指示を提供する権

限を付与します。 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
ユーザーアクセスの取り

消し 

IAM-11.1 従業員、請負業者、顧客、ビジネス

パートナー、関係する第三者の地位

が変化した場合、組織のシステム、

情報アセット、データへのユーザー

アクセスをタイムリーにデプロビ

ジョニング、取り消し、または修正

していますか。 

オラクルのユーザーアクセスは、オラクルの人事データベースと統合されたアカウン

ト・プロビジョニング・システムによってプロビジョニングされます。アクセス権は職

務権限に基づいて付与され、管理者の承認が必要です。 
オラクルは、従業員の適切なアクセスレベルに関して、ネットワークとオペレーティン

グ・システムのアカウントを定期的にレビューしています。従業員の解雇、死亡、退職

に際して、オラクルはネットワーク、電話、および物理的アクセスを速やかに終了する

うえで適切な行動をとります。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 IAM-11.2 ユーザーアクセス状況の変化は、雇

用の終了、契約または合意、組織で

の雇用の変更または異動を含むこと

を意図していますか。 

オラクルは、従業員の適切なアクセスレベルに関して、ネットワークとオペレーティン

グ・システムのアカウントを定期的にレビューしています。従業員の解雇、死亡、退職

に際して、オラクルはネットワーク、電話、および物理的アクセスを速やかに終了する

うえで適切な行動をとります。 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
ユーザーIDクレデンシャ

ル 

IAM-12.1 顧客サービスに、既存の顧客ベース

のシングルサインオン（SSO）ソ

リューションの使用や統合をサポー

トしていますか。 

認証には、ログイン/パスワードによるものと、SSO方式（SAML）によるものがありま

す。SAMLによるフェデレートに関する追加情報は、こちらをご覧ください。
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Identity/Tasks/federatingSAML.htm 

 IAM-12.2 オープン標準を利用して、認証機能

をテナントに委譲していますか。 
認証には、ログイン/パスワードによるものと、SSO方式（SAML）によるものがありま

す。 

 IAM-12.3 ユーザーを認証/認可する手段とし

て、IDフェデレーション標準

（SAML、SPML、WS- Federation
など）をサポートしていますか。 

認証には、ログイン/パスワードによるものと、SSO方式（SAML）によるものがありま

す。 

 IAM-12.4 ユーザーアクセスに地域の法的・政

策的制約をかけるPolicy 
Enforcement Point機能（XACMLな
ど）を用意していますか。 

顧客は、IPアドレスポリシーを使用して、特定の地域、セキュリティリスト、ネット

ワーク・セキュリティ・グループからのログインを制限することで、ユーザーアクセス

を制御できます。また顧客は、当該レルム外のテナントから異なるOCI領域にアクセス

することはできません。 
クラウドネットワークにおけるアクセスおよびセキュリティの詳細は、

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Network/Concepts/permissions.htmを

参照してください。 

 IAM-12.5 アイデンティティ管理システムを導

入し（テナントに対するデータの分

類を可能にする）、ロールベースと

コンテキストベース両方のデータへ

の資格付与を可能にしていますか。 

OCIはアイデンティティ管理システムを採用しており、管理ポータルにロールベースの

アクセス制御を提供しています。OCIのIdentity Access Managementシステムは、さら

にポリシーに基づいたアクセス管理を可能にします。 

 IAM-12.6 テナントに対して、ユーザーアクセ

スのための強力な（多要素）認証オ

プション（デジタル証明書、トーク

ン、生体認証など）を提供していま

すか。 

多要素認証は、フェデレーションとSAMLによって実現できます。 

 IAM-12.7 テナントがサードパーティのアイデ

ンティティ保証サービスを利用する

ことは許可していますか。 

OCIは、顧客のアイデンティティおよびアクセス管理プログラムとのフェデレーション

に対応しています。 

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Identity/Tasks/federatingSAML.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Identity/Tasks/federatingSAML.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Network/Concepts/permissions.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Network/Concepts/permissions.htm
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 IAM-12.8 パスワード（最小限の長さ、存続期

間、履歴、複雑さなど）とアカウン

ト・ロックアウト（ロックアウトし

きい値、ロックアウト期間）のポリ

シー適用をサポートしていますか。 

オラクルのネットワーク内では、パスワードの複雑さの要件とアカウントのロックアウ

ト・ポリシーが適用されます。また、顧客のサービス環境では、パスワードの複雑さや

ロックアウトの要件などを定義することもできます。 

 IAM-12.9 テナント/顧客が自分のアカウントに

対してパスワードやアカウントの

ロックアウト・ポリシーを定義する

ことを許可していますか。 

顧客のサービス環境では、パスワードの複雑さとロックアウトの要件を定義できます。 

 IAM-12.10 初回ログオン時にパスワードを強制

的に変更する機能に対応しています

か。 

パスワードは初回ログオン時に変更する必要があります。 

 IAM-12.11 ロックアウトされたアカウントを解

除する仕組みがありますか（電子

メールによるセルフサービス、定義

されたチャレンジ質問、手動による

ロック解除など）。 

電子メールによるセルフサービスのパスワードリセットや、テナント管理者による手動

でのロック解除に対応しています。 

アイデンティティおよび

アクセス管理： 
ユーティリティ・プログ

ラム・アクセス 

IAM-13.1 仮想化パーティションの管理

（シャットダウン、クローンなど）

に使用するユーティリティ・プログ

ラムへのアクセスは適切に制限、監

視されていますか。 

OCIシステムへのアクセスは、ロールに応じた権限システムによって、許可された者に

アクセスを制限することで管理されています。権限による操作はログに記録され、ログ

ファイルは定期的にレビューされます。 

インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
監査ログ/侵入検知 

IVS-01.1 ファイル完全性（ホスト）および

ネットワーク侵入検知（IDS）ツー

ルを導入し、インシデントのタイム

リーな検知、根本原因分析による調

査、および対応を促していますか。 

OCIは、ファイル完全性監視、ホストベースの侵入検知、ネットワークベースの侵入検

知の両方を利用して、セキュリティ・インシデントを監視、検知しています。 

 IVS-01.2 監査ログへの物理的および論理的な

ユーザーアクセスは、許可された担

当者に限定されていますか。 

オラクルは、オペレーティング・システム、アプリケーション、データベース、および

ネットワークデバイスにおける特定のセキュリティ関連活動を記録しています。Oracle
プログラムへのアクセス、システムアラート、コンソールメッセージ、システムエラー

などのログを記録するようにシステムを構成しています。オラクルは、ログファイルの

メディアを使い切る、イベントを記録できない、ログが上書きされるなど運用上の問題

から保護するために、設計されたコントロールを実装しています。 
オラクルは、フォレンジックとインシデントのためにログをレビューし、特定された異

常な活動は、セキュリティとインシデント管理プロセスに反映されます。セキュリティ

ログへのアクセスは、need-to-knowと最小権限に基づいて提供されます。可能な場合、

ログファイルは他のセキュリティ・コントロールに加えて強力な暗号化技術で保護さ

れ、アクセスが監視されます。インターネットに接続されたシステムで生成されたログ

が、インターネットに接続できないシステムに移されます。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 IVS-01.3 規制や標準と自社のコントロール/

アーキテクチャ/プロセスとのマッピ

ングをデューデリジェンスで実施し

た証拠を提示できますか。 

OCIは、少なくとも情報セキュリティ管理に関するISO/IEC 27002の実践規範に沿った

ポリシーのもとで運営されています。OCIの内部統制は、該当する規制および標準に準

拠しており、独立第三者の監査機関による内部統制のレビューおよびテストを受けてい

ます。 

 IVS-01.4 監査ログを一元的に保管・保存して

いますか。 
監査ログは各リージョンに保存されます。また、これらのログは集中管理されたスト

レージ環境に送られ、運用とセキュリティの両面から監視、保管されます。 

 IVS-01.5 セキュリティイベントに関して、監

査ログを定期的にレビューしていま

すか（自動化されたツールなどを

使って）。 

ログを関連付け、セキュリティイベントに関するアラートを発行するために、SIEM
（Security Information and Event Management）システムが使用されています。アラー

トと監視は、Oracle Cloud Infrastructureの検知および対応チームによって一元管理され

ています。 

インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
変更検出 

IVS-02.1 仮想マシンイメージの実行状態（休

止状態、オフ状態、実行状態など）

に関係なく、変更があった場合はロ

グに記録し、警告していますか。 

仮想マシンへの読み書き操作は、監査サービスを通じてログに記録され、顧客はこれを

閲覧することができます。 
OCI仮想マシンは、ログ監視、ファイル完全性監視、設定監視を含めて、確立されたソ

フトウェアアラート管理の手順に従って維持されます。 

 IVS-02.2 仮想マシン管理インフラには、仮想

マシンの構築/構成に対する変更を検

出する、改ざん監査またはソフト

ウェア完全性の機能がありますか。 

仮想イメージの維持、リビジョン、変更管理は顧客が自身で行います。Oracle Cloud 
Infrastructureで利用できる新しい仮想マシン・イメージ・テンプレートは、Oracle 
Cloud Infrastructure Marketplaceを通じて一般に公開されています。 

 IVS-02.3 仮想マシンの変更、イメージの移動

およびその後のイメージの完全性の

検証は、電子的な方法（ポータルま

たはアラートなど）を通じて顧客に

ただちに提供されますか。 

仮想イメージの維持、リビジョン、変更管理は顧客が自身で行います。OCIで利用でき

る新しい仮想マシン・イメージ・テンプレートは、Oracle Cloud Infrastructure 
Marketplaceを通じて一般に公開されています。 

インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
キャパシティ/リソースプ

ランニング 

IVS-03.1 あらゆるシステムで共通の時間標準

が使用されるように、タイムサービ

ス・プロトコル（NTPなど）を使用

して同期していますか。 

OCIは、ネットワーク・タイム・プロトコル（NTP）を利用して、環境全体で共通の時

間標準でシステムを同期させています。 
OCIは、顧客が仮想クラウドネットワーク（VCN）内からコンピュートおよびデータ

ベース・インスタンスの日付と時刻を設定する際に使用できる、完全に管理された安全

かつ高可用性のNTPサービスを提供します。OCI NTPサービスは、すべての可用性ドメ

インで冗長化されたStratum 1デバイスを使用します。Stratum 1デバイスは、すべての

ホストが同期する専用のStratum 2デバイスに同期されます。各地域で利用可能です。 

インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
キャパシティ/リソースプ

ランニング 

IVS-04.1 どのような状況/シナリオで、どのよ

うなレベルのシステム（ネットワー

ク、ストレージ、メモリー、I/Oな

ど）のオーバーサブスクリプション

を維持するかについて、文書を提供

していますか。 

専用コンピュートサービスでは、分離されたコンピューティング、ネットワーク、およ

びブロックストレージの各リソース上にプロビジョニングされた仮想コンピューティン

グ環境をテナントが受け取ります。テナント・コンピューティング・ゾーンは、テナン

トの用途に特化され、ネットワークも分離されます。 
OCIは、稼働時間やスループットのコミットメントに関するSLAを公開しています。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 IVS-04.2 ハイパーバイザに存在するメモリー

のオーバーサブスクリプション機能

の使用を制限していますか。 

専用コンピュートサービスでは、分離されたコンピューティング、ネットワーク、およ

びブロックストレージの各リソース上にプロビジョニングされた仮想コンピューティン

グ環境をテナントが受け取ります。テナント・コンピューティング・ゾーンは、テナン

トの用途に特化され、ネットワークも分離されます。 
マルチテナント・サービスの場合、Oracle Cloud Infrastructureは各テナントに専用の機

能をパーティショニングします。 

 IVS-04.3 システムのキャパシティ要件では、 
テナントへのサービス提供に使用さ

れるすべてのシステムの現在、予

測、および予想されるキャパシティ

のニーズを考慮していますか。 

キャパシティと利用率のデータはOCIが収集し、監視しています。これらの情報は、テ

ナントのニーズを予測する際に考慮されます。 

 IVS-04.4 テナントへのサービス提供に使用さ

れるすべてのシステムで規制、契

約、ビジネス要件を継続的に満たす

ために、システム性能を監視し、調

整していますか。 

オラクルは、さまざまなソフトウェアツールを使用して、（i）顧客の本番サービス環境

の可用性とパフォーマンスと、（ii）インフラおよびネットワーク・コンポーネントの運

用を監視します。この情報は、Oracle Cloud Infrastructureがすべての要件を満たしてい

ることを確認するために使用されます。Oracle Cloud Infrastructureは、そのサービスの

SLAも公開しています。 

インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
管理 - 脆弱性管理 

IVS-05.1 セキュリティ脆弱性評価ツールや

サービスは、使用されている仮想化

技術に対応していますか（仮想化対

応など）。 

OCIが使用する脆弱性評価ツールは、使用されている仮想化技術を認識し、それに対し

てテストを行います。これは、OCI内の脆弱性管理プログラムや、サードパーティ・テ

ストを行うときに利用するベンダーについても同様です。 

インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
ネットワーク・セキュリ

ティ 

IVS-06.1 IaaSサービスの場合、仮想化ソ

リューションを使用して、階層的な

セキュリティ・アーキテクチャを同

様に構築する方法について、顧客に

ガイダンスを提供していますか。 

OCIは、顧客がテナント契約において、何重ものセキュリティ・アプローチを構築でき

るよう、複数のリソースを提供しています。 
https://docs.cloud.oracle.com/en-
us/iaas/Content/Security/Reference/configuration_security.htm 

 IVS-06.2 セキュリティドメイン/ゾーン間の

データフローを含むネットワーク・

アーキテクチャ・ダイアグラムを定

期的に更新していますか。 

システムやネットワークの変更は、変更管理だけでなく、セキュリティの審査も受けま

す。必要に応じて、ダイアグラムを更新します。 

 IVS-06.3 ネットワーク内のセキュリティドメ

イン/ゾーン間で許可されたアクセス

/接続（ファイアウォール・ルールな

ど）が適切かどうかを定期的にレ

ビューしていますか。 

ネットワークデバイスのルールセットは定期的にレビューされ、必要に応じて更新され

ます。 

 IVS-06.4 ファイアウォールのアクセス制御リ

ストがすべて、ビジネス上の正当性

とともに文書化されていますか。 

システムおよびネットワークの変更は、変更管理およびセキュリティレビューを経て実

行されます。ACLに対する更新を承認して実施するには、ビジネス上の正当性が必要で

す。 

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Reference/configuration_security.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Reference/configuration_security.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Reference/configuration_security.htm
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
OSハードニングとベー

スコントロール 

IVS-07.1 オペレーティング・システムは、

ベースライン作成基準またはテンプ

レートの一部として、技術的コント

ロール（ウィルス対策、ファイル完

全性監視、ロギングなど）を使用し

て、ビジネスニーズを満たすために

必要なポート、プロトコル、サービ

スのみを提供するように強化されて

いますか。 

ベースライン構成は、ベンダーのデフォルトを無効にし、必要なポートやプロトコルの

みを有効にした状態です。システム構成にはベースラインがあり、ベースラインに対し

て管理され、必要なすべてのサービス構成がイメージに含まれています。 
したがって、顧客はテナンシの運用に必要な設定を行えるようになります。 

インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
本番環境/非本番環境 

IVS-08.1 SaaSやPaaSの場合、テナントに対

して、本番環境とテスト環境を分け

て提供していますか。 

OCIは、IaaSとPaaSのソリューションです。顧客は必要に応じて、物理的、ネットワー

ク的にさまざまに分離した環境を構築することができます。 

 IVS-08.2 IaaSの場合、テナントに対して、適

切な本番環境とテスト環境を構築す

る際のガイダンスは提供しています

か。 

Oracle Cloud Infrastructureのドキュメントには、顧客のユースケースに基づいたチュー

トリアルやガイダンス文書が含まれています（https://docs.cloud.oracle.com/en-
us/iaas/Content/GSG/Reference/tutorials.htm）。 

 IVS-08.3 本番環境と非本番環境を論理的、物

理的に分離していますか。 
OCIの本番環境と非本番環境は、論理的および物理的に分離されています。 

インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
セグメント化 

IVS-09.1 システムおよびネットワーク環境

は、ファイアウォールまたは仮想

ファイアウォールで保護され、ビジ

ネス上および顧客のセキュリティ要

件を満たしていますか。 

OCIチームは、分離されたネットワーク接続を介して環境にアクセスします。この接続

は、環境アクセス制御専用で、オラクル社内の企業ネットワーク・トラフィックからは

分離されています。専用ネットワークは、サポートシステムとターゲット・アプリケー

ションおよびデータベースサーバーとの間で、安全なアクセスゲートウェイとして機能

します。 

 IVS-09.2 システムおよびネットワーク環境

は、ファイアウォールまたは仮想

ファイアウォールによって保護され

ており、法律、規制、契約上の要件

を確実に遵守していますか。 

OCIチームは、分離されたネットワーク接続を介して顧客環境にアクセスします。この

接続は、環境アクセス制御専用で、オラクル社内の企業ネットワーク・トラフィックか

らは分離されています。また専用ネットワークは、顧客のテナントどうしを分離する機

能を持ちます。契約上の要件を満たすうえで必要な場合は、環境を分離します。 

 IVS-09.3 確立されたポリシー、法律、法令、

規制の遵守義務を遵守して、インフ

ラシステムおよびネットワーク・コ

ンポーネントへのテナントアクセス

を適切に分離およびセグメント化す

るために必要な措置を実施していま

すか。 

OCIの本番環境と非本番環境は、論理的および物理的に分離され、境界デバイスによっ

て保護されています。オラクルは、アイデンティティ・ドメインと顧客が管理する仮想

ファイアウォールを使用した環境管理機能を顧客に提供しています。 

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/GSG/Reference/tutorials.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/GSG/Reference/tutorials.htm
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 IVS-09.4 顧客データを論理的にセグメント化

または暗号化することで、不用意に

他のテナントのデータにアクセスせ

ずに1つのテナントに対してのみ

データを作成できるようにしていま

すか。 

OCIは、ネットワークデバイスを利用して、インターネットとOracle Cloudとの間のア

クセスを制御し、許可されたトラフィックのみを許可します。ネットワークデバイス

は、プロトコル、ポート、送信元、送信先のIPアドレスに基づいてパケットをフィルタ

リングし、許可された送信元、送信先、トラフィックタイプを識別するように設定され

たセキュリティポリシーでパケット検査を実行する階層型アプローチでデプロイされま

す。 

 IVS-09.5 システムおよびネットワーク環境

は、ファイアウォールまたは仮想

ファイアウォールによって保護さ

れ、機密データの保護と分離を確実

にしていますか。 

OCIは、ネットワークデバイスを利用して、インターネットとOracle Cloudとの間のア

クセスを制御し、許可されたトラフィックのみを許可します。ネットワークデバイス

は、プロトコル、ポート、送信元、送信先のIPアドレスに基づいてパケットをフィルタ

リングし、許可された送信元、送信先、トラフィックタイプを識別するように設定され

たセキュリティポリシーでパケット検査を実行する階層型アプローチでデプロイされま

す。 

インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
VMセキュリティ - デー

タ保護 

IVS-10.1 物理サーバー、アプリケーション、

データを仮想サーバーに移行する

際、暗号化された安全な通信経路を

使用していますか。 

通信チャネルは、他のネットワークから論理的または物理的に分離されています。顧客

の情報は、外部ネットワークへの送信時に暗号化されます。管理ポータルを通じて提供

される顧客の設定情報（接続文字列、アプリケーション設定など）は、転送中および保

存中も保護されます。 

 IVS-10.2 物理サーバー、アプリケーション、

データを仮想サーバーに移行する

際、本番環境から分離したネット

ワークを使用していますか。 

本番データを仮想化サーバーに移行する際には、ステージング・ネットワークを利用し

ます。 

インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
VMMセキュリティ - ハイ

パーバイザの強化 

IVS-11.1 最小権限の原則に基づき、技術的コ

ントロール（二要素認証、監査証

跡、IPアドレス・フィルタリング、

ファイアウォール、管理コンソール

へのTLSカプセル化通信など）を通

じてサポートされている仮想化シス

テムをホストするシステムのすべて

のハイパーバイザ管理機能、 
または管理コンソールへの人員のア

クセスを制限していますか。 

管理機能へのアクセスは、要塞サーバーを使用して行われます。アクセスは、ロールや

機能に応じた複数の承認を得たうえで、一元管理されたプログラムによって管理されて

います。要塞サーバーへのアクセスには、VPNと二要素認証が使用されます。要塞サー

バーにインストールされているツールは限られており、サポート担当者がツールを追加

することはできません。要塞サーバーへのアクセスおよびアクティビティは、オラクル

のポリシーに従ってログに記録され、監視されます。 

インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
ワイヤレス・セキュリ

ティ 

IVS-12.1 ワイヤレス・ネットワーク環境の境

界を保護し、未認可のワイヤレス・

トラフィックを制限するためのポリ

シーと手順を確立し、メカニズムを

設定して実装していますか。 

オラクルのワイヤレス・ネットワーク・ポリシーは、オラクルの企業ネットワークにア

クセスするためのワイヤレス・ネットワークおよび接続性のプロビジョニングと使用を

ガイドします。Oracle ITはワイヤレス・ネットワークを管理し、未認可のワイヤレス・

ネットワークを監視しています。 
ネットワークデバイスは、オラクルの情報システムインベントリ・ポリシーに従って、

オラクルが承認した情報システムインベントリに登録する必要があります。このポリ

シーは、重要かつ特に重要な情報アセットを処理するすべての情報システムについて、

承認されたインベントリシステムにより、そのライフサイクルを通じてのインベントリ

と、文書化された所有権を要求しています。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/network-
communications-security.htmlを参照してください。 

 IVS-12.2 ワイヤレス・セキュリティ設定が、

ベンダーのデフォルト設定（暗号

キー、パスワード、SNMPコミュニ

ティ文字列など）にかわって、認証

および送信に用いる強力な暗号化を

有効にするように、ポリシーと手順

を確立し、仕組みを実装しています

か。 

ネットワーク・セキュリティとネットワーク管理デバイスの管理について、オラクルは

IT担当者に認証、認可、強力な暗号化を備えた安全なプロトコルを使用するよう求めて

います。ネットワークデバイスは、グローバル物理セキュリティ（GPS）が定義する物

理的なアクセス制御や、その他の物理的なセキュリティ対策標準で保護された環境に設

置する必要があります。 

 IVS-12.3 ワイヤレス・ネットワーク環境を保

護し、未認可の（不正な）ネット

ワークデバイスの存在を検知して

ネットワークからタイムリーに切り

離すためのポリシーと手順、仕組み

は確立されていますか。 

オラクルのワイヤレス・ネットワーク・ポリシーは、オラクルの企業ネットワークにア

クセスするためのワイヤレス・ネットワークおよび接続性のプロビジョニングと使用を

ガイドします。Oracle ITはワイヤレス・ネットワークを管理し、未認可のワイヤレス・

ネットワークを監視しています。 

インフラと仮想化のセ

キュリティ： 
ネットワーク・アーキテ

クチャ 

IVS-13.1 ネットワーク・アーキテクチャ・ダ

イアグラムでは、法令遵守に影響を

及ぼす可能性のある高リスクの環境

やデータフローが明確に識別されて

いますか。 

ネットワーク・アーキテクチャ・ダイアグラムは、必要に応じてコンプライアンスを考

慮したネットワーク・セグメントを反映したものです。 

 IVS-13.2 異常なイングレスおよびエグレス・

トラフィックパターン（MACスプー

フィングやARPポイズニング攻撃な

ど）や、分散サービス拒否

（DDoS）攻撃に関連するネット

ワークベースの攻撃を検知し、それ

にタイムリーに対応するために、技

術的手段を導入し、深層防護技術

（ディープパケット分析、トラ

フィック調整、ブラックホールな

ど）を適用していますか。 

オラクルは、イントラネットに侵入検知システムを導入し、セキュリティイベントを検

知したときにはそのイベントを遮断してそれに対応する継続的な監視を行っています。

オラクルは、ネットワークベース・モニタリングのアプローチを利用して、オラクルの

イントラネットで開いているファイアウォール・ポートに対する攻撃を検出していま

す。イベントの解析にはシグネチャ検出を使用します。つまり、環境設定やユーザーの

行動と既知の攻撃のデータベースとのパターンマッチングです。オラクルは、新しいリ

リースが商業的に配布されるようになると、署名データベースをすぐに更新します。オ

ラクルのITセキュリティにアラートが転送され、潜在的な脅威に対するレビューと対応

が実行されます。 
OCIは、ロードバランサーとトラフィックフィルターを実装し、OCIコンポーネントへ

の外部トラフィックの流入を制御しています。OCIは、内部で開始されたサービス拒否

（DDoS）攻撃を監視、検出するための自動コントロールを確立しています。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/network-
communications-security.htmlを参照してください。 

相互運用性とポータビリ

ティ： 
API 

IPY-01.1 サービスで利用できるすべてのAPI
の一覧と、そのうちどれが標準的で

どれがカスタマイズされているかを

公開していますか。 

顧客はサービスからデータをエクスポートできます。顧客自身のデータは、業界標準の

フォーマットも含め、顧客が管理します。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/network-communications-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/network-communications-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/network-communications-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-physical-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/network-communications-security.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
相互運用性とポータビリ

ティ： 
データリクエスト 

IPY-02.1 構造化されていない顧客データは、

業界標準のフォーマット

（例：.doc、.xls、.pdf）で要求に応

じて入手できますか。 

顧客はサービスからデータをエクスポートできます。顧客自身のデータは、業界標準の

フォーマットも含め、顧客が管理します。 

相互運用性とポータビリ

ティ： 
ポリシーと法務 

IPY-03.1 自社のサービスとサードパーティ・

アプリケーションとの相互運用の必

要なAPIの使用を管理するポリシー

と手順（すなわちサービス・レベ

ル・アグリーメント）を用意してい

ますか。 

サービスのSLA（サービス・レベル・アグリーメント）が規定され、公開されていま

す。追加情報については、Oracle Cloud Hosting and Delivery Policiesの第3項「Oracle 
Service Level Agreements」を参照してください
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html 

 IPY-03.2 仮想インフラを使用している場合、

仮想マシンイメージをダウンロード

して、新しいクラウドプロバイダー

に移植することを許可しています

か。 

顧客は、スナップショット・ファイルやバックアップを利用して、OCIから仮想マシン

イメージをダウンロードし、任意の場所に移動させることができます。 
スナップショットは、ファイルシステムのルートディレクトリの下、.snapshot/nameに
あります。データ保護については、顧客はNFSv3をサポートするツールを使ってデータ

を別の可用性ドメイン、リージョン、ファイルシステム、オブジェクト・ストレージ、

またはリモート・ロケーションにコピーすることができます。 
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/managingsnapshots.htm 

 IPY-03.3 アプリケーション・データの移行を

管理するポリシーと手順（すなわ

ち、サービス・レベル・アグリーメ

ント）を提供していますか。 

サービスのSLAが規定され、公開されています。追加情報については、Cloud Services 
Hosting and Delivery Policiesの第3項「Service Level Objective Policy」
（https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-
policies.html）を参照してください。 

相互運用性とポータビリ

ティ： 
標準ネットワーク・プロ

トコル 

IPY-04.1 データのインポート、データのエク

スポート、サービス管理は、安全な

（平文でない、認証されているな

ど）、業界で認められた標準的な

ネットワーク・プロトコルで実施さ

れていますか。 

セキュアなファイル転送機能は、共通で使用されるネットワーク・アクセス・ストレー

ジ・プラットフォーム上に構築され、転送には保護されたプロトコルが使用されます。

この機能は、Oracle Cloudホストサービスでデータをインポート/エクスポートするとき

に最もよく使われ、安全な場所へのファイルのアップロードや、サービス終了時のファ

イルのダウンロードに利用できます。オンプレミスと顧客のテナンシとの間、顧客のテ

ナンシ内に構築された環境間、顧客のテナンシと他のクラウドプロバイダー環境との間

で保護されたデータ転送は、業界標準のネットワーク・プロトコルと顧客のプライベー

ト・ネットワークの設計の組み合わせによって実現できます。 

 IPY-04.2 関連する相互運用性と移植性のネッ

トワーク・プロトコル標準の詳細を

示す文書を、消費者（テナント）に

提供していますか。 

顧客がサービスを利用する際に必要なネットワーク・プロトコル情報を、顧客に提供し

ています。 

相互運用性とポータビリ

ティ： 
仮想化 

IPY-05.1 相互運用性を確保するために、業界

で認知された仮想化プラットフォー

ムと標準的な仮想化フォーマット

（OVFなど）を使用していますか。 

オラクルは、Oracle VM Virtual Boxで独自の仮想イメージを構築するツールを顧客に提

供しています。顧客は、オラクルが提供するユーティリティを使用して、カスタム画像

をアップロードできます。 

https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/managingsnapshots.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/File/Tasks/managingsnapshots.htm
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 IPY-05.2 仮想インフラを使用する場合、マシ

ンイメージを顧客自身のオフサイト

ストレージに複製できるような形

で、顧客が利用できるようにしてい

ますか。 

仮想マシンはスナップショットを作成することで、オブジェクト・ストレージにバック

アップできます。オブジェクト・ストレージ内の仮想マシンをダウンロードし、他のベ

ンダーに転送することが可能です（互換性に一部制限が適用される場合があります）。 

 IPY-05.3 使用中のハイパーバイザに加えられ

たカスタムの変更や、ソリューショ

ン固有の仮想化フックをすべて文書

化し、顧客がレビューできるように

していますか。 

オラクルは現在、使用中のハイパーバイザに対してカスタムの変更を加えていません。

顧客のOCIテナンシは、オラクルのオペレーターや他の顧客から隔離されています。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
マルウェア対策 

MOS-01.1 情報セキュリティ意識トレーニング

の一環として、モバイルデバイスに

特化したマルウェア対策トレーニン

グを実施していますか。 

オラクルのポリシーでは、ラップトップやモバイルデバイスでウィルス侵入防止やファ

イアウォールのソフトウェアの使用が義務付けられています。さらに、Oracleのデータ

を保持するWindowsオペレーティング・システムを実行するすべてのコンピュータは、

Microsoftの自動セキュリティ・アップデートを有効にする必要があります。その他のデ

バイスやOSのセキュリティ・アップデートは、公開の通知を受けた時点でインストー

ルする必要があります。オラクルまたは顧客の情報を処理するデスクトップ・コン

ピュータやラップトップは、承認されたソフトウェアを使用して暗号化する必要があり

ます。レポートを通じて経営陣は、自社におけるラップトップの暗号化の適用状況を確

認できます。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
アプリケーション・スト

ア 

MOS-02.1 モバイルデバイスが会社のデータや

会社のシステムにアクセスまたは保

存するために承認されたアプリケー

ション・ストアのリストを文書化

し、利用できるようにしています

か。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
承認されたアプリケー

ション 

MOS-03.1 モバイルデバイスには、承認された

アプリケーションと、承認されたア

プリケーション・ストアからのアプ

リケーションのみを読み込めるよう

にするポリシー適用機能（XACML
など）はありますか。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
BYODに承認されたソフ

トウェア 

MOS-04.1 BYODポリシーとトレーニングにお

いて、BYODデバイスでの使用が承

認されるアプリケーションとアプリ

ケーション・ストアを明示していま

すか。 

オラクルのグローバル・デスクトップ戦略（GDS）組織は、ウィルス対策製品と

Windows Server Update Services（WSUS）にウィルス定義とセキュリティ・アップ

デートを適用して、常に最新の状態に保っています。GDSは、信頼できるウィルスの脅

威情報についても、またセキュリティ・アップデートが利用可能になったときにも、内

部のOracleシステムユーザーに通知する責任を負います。GDSは、ウィルス対策の設定

を検証するための自動化を提供します。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
オラクルの従業員は、GDS組織からの電子メールの指示に従うことが求められ、ウィル

ス対策ソフトウェアで解決できないウィルスまたはウィルス感染の疑いがある場合は、

オラクル従業員用のヘルプデスクに迅速に報告する責任があります。 
従業員が、コンピュータのウィルス対策ソフトウェアおよびセキュリティ更新サービス

を変更、無効化、または削除することは禁止されています。この標準に違反しているこ

とが判明したオラクルの従業員は、解雇を含めた懲戒処分の対象となることがありま

す。 

 MOS-05.1 従業員トレーニングにおいて、モバ

イルデバイスと、モバイルデバイス

について許容される使用方法および

要件を明確に定義したモバイルデバ

イス・ポリシーを文書化しています

か。 

オラクルのポリシーでは、ラップトップやモバイルデバイスでウィルス侵入防止やファ

イアウォールのソフトウェアの使用が義務付けられています。さらに、Oracleのデータ

を保持するWindowsオペレーティング・システムを実行するすべてのコンピュータは、

Microsoftの自動セキュリティ・アップデートを有効にする必要があります。その他のデ

バイスやOSのセキュリティ・アップデートは、公開の通知を受けた時点でインストー

ルする必要があります。オラクルまたは顧客の情報を処理するデスクトップ・コン

ピュータやラップトップは、承認されたソフトウェアを使用して暗号化する必要があり

ます。レポートを通じて経営陣は、自社におけるラップトップの暗号化の適用状況を確

認できます。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
クラウドベース・サービ

ス 

MOS-06.1 モバイルデバイスを使用して会社の

ビジネスデータを使用・保存する目

的で、事前に承認されたクラウド

ベースのサービスのリストを文書化

していますか。 

Oracle Acceptable Use Policy for Systems and Resourcesは、オラクルが情報とOracle
システムおよびリソースのセキュリティと完全性を保護できるよう支援するとともに、

従業員、サプライヤー、請負業者、パートナーに対し、業務遂行中にシステムとリソー

スをどのように使用できるか、また使用できないかについてのガイダンスを提供するこ

とを目的としています。オラクルのMobile Device Security Standardは、オラクルの機

密情報が含まれているモバイルデバイスやOracleネットワークへのアクセスに使用され

るモバイルデバイスの使用に関して、最小限のセキュリティ標準および要件を規定して

います。 
オラクルのEnterprise Mobility Managementは、モバイルデバイスの登録と、Oracle 
Cloud Infrastructureデータが保存されているモバイルデバイスのコンプライアンス状況

の追跡に使用されます。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
互換性 

MOS-07.1 デバイス、OS、アプリケーション

の互換性問題をテストするアプリ

ケーション検証プロセスを文書化し

ていますか。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
デバイスの資格 

MOS-08.1 BYODの使用を許可するデバイスと

資格要件を定義するBYODポリシー

を適用していますか。 

オラクルの機密情報を保護するために、オラクルの社員は、正当な業務目的で承認され

た場合を除き、オラクルが承認したフルディスク暗号化ソフトウェアを自分のラップ

トップにインストールするよう求められています。ディスク上のデータには、ディスク

上にパスワードで保護されたファイルとして保存されている秘密キーを使用しなければ

アクセスできません。プリブート・ログイン・マネージャーは、認証されたユーザーが

ログインしてキーを解除し、OSを起動してデータにアクセスすることを可能にしま

す。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
モバイル・セキュリ

ティ： 
デバイスインベントリ 

MOS-09.1 企業データを保存してアクセスする

モバイルデバイスすべてのインベン

トリを維持し、デバイスのステータ

ス（オペレーティング・システムと

パッチのレベル、紛失または破棄、

デバイスの割り当て先など）を管理

していますか。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
デバイス管理 

MOS-10.1 企業データの保存、送信、処理が許

可されているモバイルデバイスすべ

てに、一元的なモバイルデバイス管

理ソリューションを導入しています

か。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
暗号化 

MOS-11.1 モバイルデバイス・ポリシーでは、

デバイス全体に対して、または技術

的なコントロールによって強制可能

な機密データとして特定されたデー

タに対して暗号化を使用すること

を、すべてのモバイルデバイスに要

求していますか。 

オラクルの機密情報を保護するために、オラクルの社員は、正当な業務目的で承認され

た場合を除き、オラクルが承認したフルディスク暗号化ソフトウェアを自分のラップ

トップにインストールするよう求められています。ディスク上のデータには、ディスク

上にパスワードで保護されたファイルとして保存されている秘密キーを使用しなければ

アクセスできません。プリブート・ログイン・マネージャーは、認証されたユーザーが

ログインしてキーを解除し、OSを起動してデータにアクセスすることを可能にしま

す。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
脱獄とルート化 

MOS-12.1 モバイルデバイス・ポリシーでは、

モバイルデバイスに組み込まれたセ

キュリティ統制の回避（脱獄やルー

ト化など）を禁止していますか。 

従業員が、コンピュータのウィルス対策ソフトウェアおよびセキュリティ更新サービス

を変更、無効化、または削除することは禁止されています。この標準に違反しているこ

とが判明したオラクルの従業員は、解雇を含めた懲戒処分の対象となることがありま

す。 

 MOS-12.2 デバイス上で、または集中デバイス

管理システムを通じて、内蔵のセ

キュリティ統制回避を禁止する発見

的・予防的統制を行っていますか。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
法務 

MOS-13.1 BYODポリシーでは、プライバシに

関する期待、訴訟、電子証拠開示、

および法的拘束に関する要件が明確

に定義されていますか。 

オラクルのポリシーでは、ラップトップやモバイルデバイスでウィルス侵入防止やファ

イアウォールのソフトウェアの使用が義務付けられています。さらに、Oracleのデータ

を保持するWindowsオペレーティング・システムを実行するすべてのコンピュータは、

Microsoftの自動セキュリティ・アップデートを有効にする必要があります。その他のデ

バイスやOSのセキュリティ・アップデートは、公開の通知を受けた時点でインストー

ルする必要があります。オラクルまたは顧客の情報を処理するデスクトップ・コン

ピュータやラップトップは、承認されたソフトウェアを使用して暗号化する必要があり

ます。レポートを通じて経営陣は、自社におけるラップトップの暗号化の適用状況を確

認できます。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 MOS-13.2 BYODポリシーには、デバイスのワ

イプが必要な場合に、企業以外の

データの損失に関する予想が明確に

記載されていますか。 

オラクルは、社員のセキュリティを重視しています。また、ヒューマンエラー、盗難、

不正行為、施設の悪用といったリスクを最小限に抑えるために、人事考課、機密保持契

約、セキュリティ意識の教育およびトレーニング、懲戒処分の実行などの取り組みを継

続しています。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
ロックアウト画面 

MOS-14.1 BYODや会社所有のデバイスに対し

て、自動ロックアウト画面を要求

し、技術的コントロールを通じて強

制していますか。 

オラクルのグローバル・デスクトップ戦略（GDS）組織は、ウィルス対策製品と

Windows Server Update Services（WSUS）にウィルス定義とセキュリティ・アップ

デートを適用して、常に最新の状態に保っています。GDSは、信頼できるウィルスの脅

威情報についても、またセキュリティ・アップデートが利用可能になったときにも、内

部のOracleシステムユーザーに通知する責任を負います。GDSは、ウィルス対策の設定

を検証するための自動化を提供します。 
オラクルの従業員は、GDS組織からの電子メールの指示に従うことが求められ、ウィル

ス対策ソフトウェアで解決できないウィルスまたはウィルス感染の疑いがある場合は、

オラクル従業員用のヘルプデスクに迅速に報告する責任があります。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
オペレーティング・シス

テム 

MOS-15.1 モバイルデバイスのオペレーティン

グ・システム、パッチレベル、アプ

リケーションの変更をすべて社内の

変更管理プロセスで管理しています

か。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
パスワード 

MOS-16.1 モバイルデバイスやBYODモバイル

デバイスに対して、企業で発行され

たパスワードポリシーはあります

か。 

オラクルは、オラクルのネットワーク、オペレーティング・システム、およびデータ

ベースのアカウントに対して強力なパスワードポリシーを適用し、ユーザーアカウント

と関連するパスワードを悪用して侵入者がシステムや環境にアクセスする可能性を低減

しています。オラクルのコンプライアンス組織は、パスワードが強力なパスワード標準

に準拠していないと判断した場合、該当する従業員や事業部門と協力して、パスワード

を標準に準拠させるよう努めます。 

 MOS-16.2 パスワードポリシーは、技術的コン

トロール（MDMなど）を通じて実

施されていますか。 

パスワードの使用については、オラクルのパスワードポリシーに記載されています。オ

ラクル従業員は、パスワードの長さと複雑さに関する規則に従い、常にパスワードの機

密性と安全性を保持する義務があります。パスワードは、権限のない者に開示してはな

りません。 

 MOS-16.3 パスワードポリシーでは、モバイル

デバイス経由での認証要件（パス

ワード/PINの長さなど）の変更を禁

止していますか。 

オラクルは、オラクルのネットワーク、オペレーティング・システム、およびデータ

ベースのアカウントに対して強力なパスワードポリシーを適用し、ユーザーアカウント

と関連するパスワードを悪用して侵入者がシステムや環境にアクセスする可能性を低減

しています。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
ポリシー 

MOS-17.1 BYODユーザーには、指定された企

業データのバックアップを実行する

よう求めるポリシーを求めています

か。 

オラクルは、企業の情報アセットの機密性、完全性、可用性を保護するために設計され

た、さまざまな技術的セキュリティ管理を実装しています。これらのコントロールは、

業界標準に基づいて、リスクベースのアプローチで企業のインフラ全体にデプロイされ

ます。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 MOS-17.2 BYODユーザーに対して、未承認の

アプリケーション・ストアの使用を

禁止するよう定めるポリシーはあり

ますか。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

 MOS-17.3 BYODユーザーにマルウェア対策ソ

フトウェア（サポートされている場

合）の使用を義務付けるポリシーは

ありますか。 

オラクルのポリシーでは、ラップトップやモバイルデバイスでウィルス侵入防止やファ

イアウォールのソフトウェアの使用が義務付けられています。さらに、Oracleのデータ

を保持するWindowsオペレーティング・システムを実行するすべてのコンピュータは、

Microsoftの自動セキュリティ・アップデートを有効にする必要があります。その他のデ

バイスやOSのセキュリティ・アップデートは、公開の通知を受けた時点でインストー

ルする必要があります。オラクルまたは顧客の情報を処理するデスクトップ・コン

ピュータやラップトップは、承認されたソフトウェアを使用して暗号化する必要があり

ます。レポートを通じて経営陣は、自社におけるラップトップの暗号化の適用状況を確

認できます。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
リモートワイプ 

MOS-18.1 IT部門は、会社が認めたすべての

BYODデバイスに対して、リモート

ワイプまたは企業データワイプの機

能を提供していますか。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

 MOS-18.2 IT部門は、会社が指定したモバイル

デバイスに対して、リモートワイプ

または企業データワイプの機能を提

供していますか。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 
会社が割り当てたデバイスは、技術ライフサイクル管理ポータルを通じて消去されま

す。 

モバイル・セキュリ

ティ： 
セキュリティパッチ 

MOS-19.1 モバイルデバイスには、メーカーや

通信事業者から一般公開された時点

で、セキュリティ関連の最新パッチ

をインストールしていますか。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

 MOS-19.2 モバイルデバイスでは、会社のIT担
当者が最新のセキュリティパッチを

ダウンロードするためにリモートで

検証を実行できますか。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
モバイル・セキュリ

ティ： 
ユーザー 

MOS-20.1 BYODポリシーでは、BYOD対応デ

バイスでの使用またはアクセスを許

可するシステムおよびサーバーを明

確にしていますか。 

オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

 MOS-20.2 BYODポリシーでは、BYOD対応デ

バイスを介してアクセスを許可され

るユーザーのロールを指定していま

すか。 

アクセス制御とは、リソースへのアクセスや使用を管理するポリシー、手順、ツールを

指します。リソースの例としては、物理サーバー、ファイル、ディレクトリ、オペレー

ティング・システム上で動作するサービス、データベースのテーブル、ネットワーク・

プロトコルなどがあります。 
最小権限とは、ユーザーの権限とシステムの機能を慎重に評価し、ユーザーまたはシス

テムが職務を遂行するうえで必要なリソースのみにアクセスを制限するシステム指向の

アプローチです。 

セキュリティ・インシデ

ント管理、eディスカバ

リ、クラウド・フォレン

ジック： 
連絡先/当局の維持 

SEF-01.1 契約や適切な規制に従って、現地当

局との連絡窓口や窓口を維持してい

ますか。 

オラクルは、データがオラクルのハードウェアアセットに保有されているか、オラクル

社員や契約社員の個人的なハードウェアアセット上に保有されているかにかかわらず、

顧客データへの不正なアクセスや取り扱いの疑いが生じる事象を評価し、対処していま

す。 
オラクルのInformation Security Incident Reporting and Response Policyでは、インシデ

ントの報告および対応に関する要件を定義しています。このポリシーは、オラクルのグ

ローバル情報セキュリティ（GIS）組織が、セキュリティ・インシデント対応の主要窓

口として、インシデントの予防、特定、調査、解決のための全体的な指示を提供する権

限を付与します。 

セキュリティ・インシデ

ント管理、eディスカバ

リ、クラウド・フォレン

ジック： 
インシデント管理 

SEF-02.1 セキュリティ・インシデント対応計

画を文書化していますか。 
オラクルは、インシデントを発見した場合、迅速かつ効果的なインシデントの調査、対

応、およびリカバリのためのインシデント対応計画を定義します。根本的な原因を分析

し、セキュリティ対策と深層防護を向上させる合理的な対策の機会を特定します。 
インシデント調査時の情報収集と証拠保全のために、正式な手順と集中システムが世界

的に活用されています。オラクルは、必要に応じて、法的に認められるフォレンジック

データの収集をサポートすることが可能です。 
OCIサービスチームは、オペレーションの回復力計画を作成、維持し、継続的に評価す

る必要があります。回復力計画とは、中断の発生時に重要なシステム・オペレーション

のニーズを満たすためのコンティジェンシー・プランです。 

 SEF-02.2 セキュリティ・インシデント対応計

画には、カスタマイズしたテナント

要件を組み込んでいますか。 

セキュリティ・インシデントが発生したとオラクルが判断した場合、オラクルは契約上

および規制上の責任に基づいて、影響を受ける顧客に速やかに通知します。 

 SEF-02.3 セキュリティ・インシデントの発生

時に、自社とテナントのどちらが責

任を負うかを明記した、ロールと責

任に関する文書を発行しています

か。 

Oracle Data Processing Agreementには、個人情報漏えいが発生した場合のオラクルの

義務が記載されています。個々のテナントサービス契約には、セキュリティ・インシデ

ント発生時の追加責任が記載されている場合があります。
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/data-processing-agreement-062619.pdf 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
OCI SOC 2レポートの「補完的ユーザー組織管理」ではさらに、アプリケーションや

ワークロードに関連する不正使用その他のセキュリティ違反の疑いに関して、顧客の責

任が記述されています。 

 SEF-02.4 過去1年間に、セキュリティ・イン

シデント対応計画をテストしたこと

がありますか。 

OCIは、各サービスの回復力計画を少なくとも年に1回実施します。 
オラクルのグローバル情報セキュリティ（GIS）組織は、セキュリティ・インシデント

対応の主要窓口として、インシデントの予防、特定、調査、解決のための全体的な指示

を提供する役割を担っています。GISは、事業部門（LoB）に組み込まれたインシデン

ト対応チームの役割と責任を定義しています。すべてのLoBは、イベントの検出とタイ

ムリーな是正措置に関するGISインシデント対応ガイダンスに従わなければなりませ

ん。 
LoBインシデント対応プログラムおよびオペレーションチームに対する企業要件は、イ

ンシデントの種類ごとに定義されています。 
 インシデントの発生を確認する 
 該当する関係者と連絡を取り、通知する 
 証拠を保全する 
 インシデント自体とそれに関連する対応活動を文書化する 
 インシデントを封じ込める 
 インシデントを撲滅する 
 インシデントをエスカレーションする 

セキュリティ・インシデ

ント管理、eディスカバ

リ、クラウド・フォレン

ジック： 
インシデントレポート 

SEF-03.1 従業員や外部の取引先が、自らの責

任について十分に知らされており、

必要な場合にはすべての情報セキュ

リティ・インシデントをタイムリー

に報告するよう同意および/または契

約により要求されていますか。 

インシデント調査時の情報収集と証拠保全のために、正式な手順と集中システムが世界

的に活用されています。オラクルは、必要に応じて、法的に認められるフォレンジック

データの収集をサポートすることが可能です。 

 SEF-03.2 従業員や外部のビジネスパートナー

が、該当する法律、法令、規制の遵

守義務に従ってタイムリーにインシ

デントを報告するための連絡チャネ

ルが、あらかじめ定義されています

か。 

セキュリティ・インシデントが発生したとオラクルが判断した場合、オラクルは契約上

および規制上の責任に基づいて、影響を受ける顧客、またはその他の第三者に速やかに

通知します。 

セキュリティ・インシデ

ント管理、eディスカバ

リ、クラウド・フォレン

ジック： 
インシデント対応への法

的な備え 

SEF-04.1 インシデント対応計画は、法的に認

められる認証保全（chain-of-
custody: CoC）管理プロセスおよび

管理に関する業界標準に準拠してい

ますか。 

オラクルは、国際標準化機構（ISO）、米国立標準技術研究所（NIST）、およびその他の

業界組織が発行する一般的なセキュリティ標準の推奨事項を反映したうえで、情報資産

の保護を目的として、予防、検出、および修正するさまざまなセキュリティ管理を実施

しています。 
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 SEF-04.2 インシデント対応の能力には、法的

に認められるフォレンジックデータ

の収集と分析技術の使用が含まれて

いますか。 

インシデント調査時の情報収集と証拠保全のために、正式な手順と集中システムが世界

的に活用されています。オラクルは、必要に応じて、法的に認められるフォレンジック

データの収集をサポートすることが可能です。 

 SEF-04.3 他のテナントのデータを凍結せず

に、特定のテナントの訴訟ホールド

（特定の時点からのデータの凍結）

をサポートすることは可能ですか。 

インシデント調査時の情報収集と証拠保全のために、正式な手順と集中システムが世界

的に活用されています。オラクルは、必要に応じて、法的に認められるフォレンジック

データの収集をサポートすることが可能です。 

 SEF-04.4 法律上の召喚に応じてデータを作成

する際、テナントデータの分離は実

施し、証明していますか。 

インシデント調査時の情報収集と証拠保全のために、正式な手順と集中システムが世界

的に活用されています。オラクルは、必要に応じて、法的に認められるフォレンジック

データの収集をサポートすることが可能です。 
OCIテナントの分離は、法律上の召喚に応じてデータを作成する際に遵守されます。 

セキュリティ・インシデ

ント管理、eディスカバ

リ、クラウド・フォレン

ジック： 
インシデント対応のメト

リック 

SEF-05.1 すべての情報セキュリティ・インシ

デントについて、その種類、量、影

響を監視し、定量化していますか。 

オラクルは、データがオラクルのハードウェアアセットに保有されているか、オラクル

社員や契約社員の個人的なハードウェアアセット上に保有されているかにかかわらず、

顧客データへの不正なアクセスや取り扱いの疑いが生じる事象を評価し、対処していま

す。 
オラクルのInformation Security Incident Reporting and Response Policyでは、インシデ

ントの報告および対応に関する要件を定義しています。このポリシーは、オラクルのグ

ローバル情報セキュリティ（GIS）組織が、セキュリティ・インシデント対応の主要窓

口として、インシデントの予防、特定、調査、解決のための全体的な指示を提供する権

限を付与します。 

 SEF-05.2 セキュリティ・インシデント・デー

タの統計情報を、テナントからの要

求に応じて共有しますか。 

オラクルは、適用されるオラクルの契約の条項に従って、情報および通知を提供しま

す。インシデント履歴はオラクル社機密情報であり、外部には公開されません。 

サプライチェーン管理、

透明性、説明責任： 
データの品質と完全性 

STA-01.1 データ品質のエラーや関連するリス

クを検査し、説明し、クラウド・サ

プライチェーン・パートナーと協力

して修正することができますか。 

オラクルは、サプライチェーンの安全性を確保するべく設計した正式なポリシーと手順

を備えています。これらのポリシーと手順では、オラクル製品に組み込まれる可能性の

あるサードパーティのハードウェアおよびソフトウェアの選択方法、オラクルの企業環

境およびクラウド環境で使用されるサードパーティ技術の評価方法などを説明していま

す。またオラクルは、オラクルのソフトウェアおよびハードウェアの開発、テスト、保

守および配布を管理するポリシーと手順を定めることによって、顧客が購入およびイン

ストールする前にこれらの製品に対する悪意ある変更が発生するリスクを軽減していま

す。 

 STA-01.2 サプライチェーンの全人員に対し、

適切な職務分掌、ロールベースのア

クセス、最小限の権限によるアクセ

スを通じて、データセキュリティの

リスクを軽減し、抑制するためのコ

ントロールを設計し、実施していま

すか。 

アクセス制御とは、リソースへのアクセスや使用を管理するポリシー、手順、ツールを

指します。リソースの例としては、物理サーバー、ファイル、ディレクトリ、オペレー

ティング・システム上で動作するサービス、データベースのテーブル、ネットワーク・

プロトコルなどがあります。 
最小権限とは、ユーザーの権限とシステムの機能を慎重に評価し、ユーザーまたはシス

テムが職務を遂行するうえで必要なリソースのみにアクセスを制限するシステム指向の

アプローチです。 

https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
Default-denyは、すべてのトラフィックの送信を暗黙的に拒否し、プロトコル、ポー

ト、送信元、送信先に基づいて必要なトラフィックのみを特別に許可するネットワーク

指向のアプローチです。 

サプライチェーン管理、

透明性、説明責任： 
インシデントレポート 

STA-02.1 セキュリティ・インシデントに関す

る情報を、その影響を受ける顧客や

プロバイダーのすべてが電子的な方

法（ポータルサイトなど）で定期的

に利用できるようにしていますか。 

セキュリティ・インシデントが発生したとオラクルが判断した場合、オラクルは契約上

および規制上の責任に基づいて、影響を受ける顧客、またはその他の第三者に速やかに

通知します。悪意のある試み、または疑わしいインシデントに関する情報はオラクル社

機密情報であり、外部で共有されることはありません。また、インシデント履歴はオラ

クル社機密情報であり、外部で共有されることはありません。 
インシデント通知に関する具体的な詳細については、Oracle Cloud Hosting and 
Delivery Policies、Pillar Documents、およびService Descriptionsを参照してください 
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html 

サプライチェーン管理、

透明性、説明責任： 
ネットワーク/インフラ

サービス 

STA-03.1 クラウドサービスを提供する際に、

関連するすべてのコンポーネントに

ついてキャパシティや使用状況の

データを収集していますか。 

キャパシティと利用率のデータはOCIが収集し、監視しています。これらの数値は、将

来のキャパシティ要件の予測に使用されます。 
Oracle Cloud Hosting and Delivery PoliciesとPillar Documentsを参照してください

（https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-
policies.html）。 

 STA-03.2 テナントに対して、キャパシティプ

ランニングや使用状況のレポートを

提供していますか。 

OCIのキャパシティプランニングの情報はオラクル社機密情報であり、外部には公開さ

れません。OCI Operations Insightサービスは、テナントのデータベースとリソースの利

用率およびキャパシティに関するインサイトをテナントに提供します。 

サプライチェーン管理、

透明性、説明責任： 
プロバイダーの内部アセ

スメント 

STA-04.1 ポリシー、手順、対策、メトリック

の適合性と有効性について、年に1
回の内部評価を実施していますか。 

OCIは、年間を通じて、内部評価を定期的に実施しています。 

サプライチェーン管理、

透明性、説明責任： 
サードパーティ契約 

STA-05.1 データの処理、保存、伝送が行われ

る国の法律を遵守して、アウトソー

シング先のプロバイダーを選定し、

監視していますか。 

オラクルは、サプライヤーやパートナーに対して、委託されたオラクルおよびサード

パーティのデータおよびアセットを保護することを確認する正式な要件も定めていま

す。サプライヤー情報と物理セキュリティ標準では、オラクルのサプライヤーとパート

ナーに採用が求められるセキュリティ管理について詳しく説明しています。 
オラクルおよびオラクル顧客の施設、ネットワークおよび/または情報システムへのアク

セス 
オラクル社機密情報、および預かったオラクルのハードウェアアセットの取り扱い 
オラクルのサプライヤーに必要な契約は、

https://www.oracle.com/corporate/suppliers.htmlを参照してください。 

 STA-05.2 アウトソーシング先のプロバイダー

が当該の法令を遵守していることを

確認するために、アウトソーシング

先のプロバイダーを選定し、監視し

ていますか。 

オラクルのサプライチェーン・リスク管理は、オラクルのダイレクト・ハードウェア・

サプライチェーンにおける品質、可用性、供給の継続性、回復性、そしてオラクルの製

品およびサービス全体における信頼性とセキュリティに重点を置いています。 

https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/suppliers.html
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 STA-05.3 法律顧問はすべてのサードパーティ

契約契約を確認していますか。 
オラクルのサプライチェーン・リスク管理は、オラクルのダイレクト・ハードウェア・

サプライチェーンにおける品質、可用性、供給の継続性、回復性、そしてオラクルの製

品およびサービス全体における信頼性とセキュリティに重点を置いています。 

 STA-05.4 サードパーティ契約には、情報およ

びアセットのセキュリティと保護に

関する規定が盛り込まれています

か。 

オラクルのサプライヤーは、オラクルおよびサードパーティの機密情報および知的財産

のセキュリティに関するポリシーを含めて、オラクル・サプライヤーの事業活動に関す

る倫理規定を遵守する必要があります。 

 STA-05.5 障害やデータ消失の際に、特定の顧

客のデータをリカバリする機能はあ

りますか。 

OCIサービスを使用すると、顧客は独自のポリシーに従ってバックアップを構成できま

す。顧客は、データのバックアップとリストアを実行する責任を負い、ポリシーに対応

した事業継続計画を策定するよう奨励されます。 

 STA-05.6 顧客データの保存を特定の国や地域

に限定する機能はありますか。 
地理的な居住地は事前に把握し、顧客が設定します。OCIのアーキテクチャでは、顧客

が指定しないかぎり、データがリージョンを横断することはありません。 

 STA-05.7 テナントのデータを保存している物

理的な場所/地理を、要求に応じて提

供できますか。 

地理的な存在場所は、最初のプロビジョニング時に顧客が決定します。OCIのアーキテ

クチャでは、顧客が指定しないかぎり、データがリージョンを横断することはありませ

ん。 
顧客は、アカウントを設定するときに、最初にテナンシを配置するホーム・リージョン

を選択します。顧客のデータは、顧客が移動することを選択しないかぎり、そのリー

ジョン内にとどまります。 

 STA-05.8 テナントのデータを保存している物

理的な場所/地理を、あらかじめ提供

できますか。 

地理的な居住地は事前に把握し、顧客が設定します。OCIのアーキテクチャでは、顧客

が指定しないかぎり、データがリージョンを横断することはありません。 
顧客は、アカウントを設定するときに、最初にテナンシを配置するホーム・リージョン

を選択します。顧客のデータは、顧客が移動することを選択しないかぎり、そのリー

ジョン内にとどまります。 

 STA-05.9 テナントがデータのルーティングや

リソースのインスタンス化のために

許容される地理的な場所を定義する

ことは許可していますか。 

地理的な居住地は事前に把握し、顧客が設定します。Oracle Cloud Infrastructureのアー

キテクチャは、顧客が指定しないかぎり、データがリージョンを横断することはありま

せん。 

 STA-05.10 個人情報漏えいを監視し、個人情報

が影響を受けた可能性がある場合

に、テナントに迅速に通知するシス

テムはありますか。 

オラクルのプライバシポリシーは、https://www.oracle.com/legal/privacy/を参照してく

ださい。 
オラクルは、インシデントを発見した場合、迅速かつ効果的なインシデントの調査、対

応、およびリカバリのためのインシデント対応計画を定義します。根本的な原因を分析

し、セキュリティ対策と深層防護を向上させる合理的な対策の機会を特定します。イン

シデント調査時の情報収集と証拠保全のために、正式な手順と集中システムが世界的に

活用されています。オラクルは、必要に応じて、法的に認められるフォレンジックデー

タの収集をサポートすることが可能です。 

https://www.oracle.com/legal/privacy/
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コントロールドメイン 質問ID コンセンサス評価に関する質問事項 オラクルの回答 
 STA-05.11 テナントが検査技術を通じて自身の

データ/メタデータにアクセスするこ

とをオプトアウトできるようにして

いますか。 

Oracle Cloud Hosting and Delivery PoliciesとPillar Documentsを参照してください

（https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-
policies.html）。 

 STA-05.12 サブプロセス契約のリストとコピー

をすべてクライアントに提供し、そ

れを常に更新していますか。 

Oracle Cloudサービスのサブプロセッサ一覧は、My Oracle Support
（https://support.oracle.com）"Oracle Data Protection Resource Center"の記事ID 
#111.2に記載されています。顧客は、オラクルとサブプロセッサとの契約のうち、該当

するプライバシおよびセキュリティに関する条項の写しを請求する権利を有します。 

サプライチェーン管理、

透明性、説明責任： 
サプライチェーン・ガバ

ナンスのレビュー 

STA-06.1 パートナーのサプライチェーンの他

のメンバーから継承されたリスクを

考慮し、パートナーのリスク管理と

ガバナンスプロセスをレビューして

いますか。 

オラクルは、サプライチェーンの安全性を確保するべく設計した正式なポリシーと手順

を備えています。これらのポリシーと手順では、オラクル製品に組み込まれる可能性の

あるサードパーティのハードウェアおよびソフトウェアの選択方法、オラクルの企業環

境およびクラウド環境で使用されるサードパーティ技術の評価方法などを説明していま

す。またオラクルは、オラクルのソフトウェアおよびハードウェアの開発、テスト、保

守および配布を管理するポリシーと手順を定めることによって、顧客が購入およびイン

ストールする前にこれらの製品に対する悪意ある変更が発生するリスクを軽減していま

す。 
詳細は、https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/supply-chain/を
参照してください。 
オラクルのサプライヤーおよびパートナーは、オラクルが委託するデータおよびアセッ

トを保護する必要があります。このSupplier Information and Physical Security 
Standardsは、オラクルまたはオラクルの顧客の施設、ネットワークおよび/または情報

システムへのアクセス、オラクル社機密情報の取り扱い、またはオラクルのハードウェ

ア資産の管理に関して、オラクルのサプライヤーおよびパートナーに求められるセキュ

リティ管理について詳述しています。サプライヤーとパートナーは、全担当者と下請け

業者がオラクルの標準の要件と一致する契約条件に拘束されることを保証するなど、こ

れらの標準を遵守する責任を負います。 

サプライチェーン管理、

透明性、説明責任： 
サプライチェーン・メト

リック 

STA-07.1 プロバイダーと顧客（テナント）の

間の完全、正確、適切な契約（SLA
など）を維持するためのポリシーと

手順を確立したうえで、それを支え

るビジネスプロセスや技術的手段を

導入していますか。 

オラクルは、サプライヤーやパートナーに対して、委託されたオラクルおよびサード

パーティのデータおよびアセットを保護することを確認する正式な要件も定めていま

す。サプライヤー情報と物理セキュリティ標準では、オラクルのサプライヤーとパート

ナーに採用が求められるセキュリティ管理について詳しく説明しています。 
 オラクルおよびオラクル顧客の施設、ネットワークおよび/または情報システ

ムへのアクセス 
 オラクル社機密情報、および預かったオラクルのハードウェアアセットの取り

扱い 
オラクルのサプライヤーは、https://www.oracle.com/corporate/suppliers.htmlに記載され

ている契約書に署名する必要があります。 

 STA-07.2 サプライチェーン全体（上流/下流）

の規定や条件の不適合性を測定し、

対処する機能がありますか。 

オラクルのサプライチェーン・リスク管理は、オラクルのダイレクト・ハードウェア・

サプライチェーンにおける品質、可用性、供給の継続性、回復性、そしてオラクルの製

品およびサービス全体における信頼性とセキュリティに重点を置いています。 

https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://support.oracle.com/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/supply-chain/
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/supply-chain/
https://www.oracle.com/corporate/suppliers.html
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オラクルのハードウェア・システムの品質と信頼性は、以下のようなさまざまな業務を

通じて取り組まれています。 
 設計、開発、製造、材料管理のプロセス、検査およびテストプロセス 
 ハードウェア・サプライチェーン・サプライヤーに品質管理プロセスおよび測

定システムを要求する 
 ハードウェア・サプライチェーン・サプライヤーが、適用されるオラクルの要

件および仕様に準拠するよう要求する 

 STA-07.3 異なるサプライヤーとの関係から生

じるサービスレベルの競合や矛盾を

管理できますか。 

オラクルのハードウェア・サプライチェーンにおける供給の可用性と継続性、および回

復性は、以下のようなさまざまな業務を通じて対処されています。 
 可能かつ妥当な場合、マルチサプライヤーおよび/またはマルチロケーション

の調達戦略 
 サプライヤーの財務および経営状況を確認する 
 サプライヤーに対して、最低購入期間の遵守と、EOL（製品寿命終了）/EOSL

（サポート終了）通知の提供を求める 
 オラクルが潜在的な影響を評価し対処できるように、製品変更の事前通知をサ

プライヤーに依頼する。 
 市場環境の変化や自然災害による在庫の変動を管理する 

 STA-07.4 SLA（サービス・レベル・アグリー

メント）のパフォーマンスについ

て、テナントに対して継続的な可視

化とレポーティングを提供していま

すか。 

クラウドサービスの一部として、OCIは顧客通知ポータルへのアクセスを提供していま

す。ポータルサイトは、発注書に基づいて、購入したクラウドサービスのシステム可用

性に関するメトリックを提供します。 
サプライヤーSLAレポートはオラクル社機密情報です。 

 STA-07.5 標準ベースの情報セキュリティ・メ

トリック（CSA、CAMMなど）をテ

ナントが利用できるようにしていま

すか。 

OCIコンソールは、顧客にシステムセキュリティ・データを提供します。 

 STA-07.6 SLAパフォーマンスの継続的な可視

化とレポートの機能を顧客に提供し

ていますか。 

OCIは、顧客向け通知ポータルサイトへのアクセスを提供しています。このポータルサ

イトは、発注書に基づいて、購入したクラウドサービスのシステム可用性に関するメト

リックを提供します。 

 STA-07.7 データ管理に関するポリシーと手続

きは、テナントとサービスレベルの

利益相反に対応していますか。 

テナントは、その環境におけるデータ管理ポリシーとサービスレベルの利益相反につい

て責任を負います。 
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 STA-07.8 すべてのサービスレベル契約を少な

くとも年に1回、レビューしていま

すか。 

オラクルのサプライヤー・セキュリティ管理ポリシーでは、サードパーティ・プロバイ

ダーを利用するすべての事業部門に対して、そのサプライヤーのリスクを管理するプロ

グラムを維持するよう義務付けています。これらのプログラムには、各サプライヤーの

商品またはサービスの利用方法によって実現するデータの機密性、可用性または完全性

に対するリスクを、必要に応じて毎年レビューするなど、さまざまな保証および監視活

動を含めることが要求されています。 

サプライチェーン管理、

透明性、説明責任： 
サードパーティ・アセス

メント 

STA-08.1 情報サプライチェーン全体の合理的

な情報セキュリティを確保するため

に、年次レビューを実施しています

か。 

オラクルのサプライヤーおよびパートナーは、オラクルが委託するデータおよびアセッ

トを保護する必要があります。このSupplier Information and Physical Security 
Standardsは、オラクルまたはオラクルの顧客の施設、ネットワークおよび/または情報

システムへのアクセス、オラクル社機密情報の取り扱い、またはオラクルのハードウェ

ア資産の管理に関して、オラクルのサプライヤーおよびパートナーに求められるセキュ

リティ管理について詳述しています。サプライヤーとパートナーは、全担当者と下請け

業者がオラクルの標準の要件と一致する契約条件に拘束されることを保証するなど、こ

れらの標準を遵守する責任を負います。これらの標準は、以下の重要分野における広範

な要件をカバーしています。 
 人事・人材セキュリティ 
 事業継続とディザスタ・リカバリ 
 情報セキュリティの組織、ポリシー、手順 
 コンプライアンスとアセスメント 
 セキュリティ・インシデント管理とレポート 
 ITセキュリティ標準 
 物理的・環境的セキュリティのベースライン 

 STA-08.2 年次レビューには、情報サプライ

チェーンが依存しているすべての

パートナー/サードパーティ・プロバ

イダーが含まれていますか。 

オラクルのサプライヤー・セキュリティ管理ポリシーでは、サードパーティ・プロバイ

ダーを利用するすべての事業部門に対して、そのサプライヤーのリスクを管理するプロ

グラムを維持するよう義務付けています。これらのプログラムには、各サプライヤーの

商品またはサービスの利用方法によって実現するデータの機密性、可用性または完全性

に対するリスクを、必要に応じて毎年レビューするなど、さまざまな保証および監視活

動を含めることが要求されています。 

サプライチェーン管理、

透明性、説明責任： 
サードパーティ・プロバ

イダー 

STA-09.1 サードパーティ・プロバイダーに対

して、毎年情報セキュリティのレ

ビューと監査を義務付け、合意した

セキュリティ要件がすべて満たされ

ていることを確認していますか。 

オラクルのサプライヤー・セキュリティ管理ポリシーでは、サードパーティ・プロバイ

ダーを利用するすべての事業部門に対して、そのサプライヤーのリスクを管理するプロ

グラムを維持するよう義務付けています。これらのプログラムには、各サプライヤーの

商品またはサービスの利用方法によって実現するデータの機密性、可用性または完全性

に対するリスクを、必要に応じて毎年レビューするなど、さまざまな保証および監視活

動を含めることが要求されています。 

 STA-09.2 アプリケーションやネットワークに

対する脆弱性スキャンや定期的な侵

入テストを、外部の第三者機関に依

頼していますか。 

外部の第三者による脆弱性スキャンと定期的な侵入テストがOCIのアプリケーションと

ネットワークに対して実施されます。 
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Oracle Cloud Servicesに関する監査レポートは、オラクルの第三者監査人により定期的

に公開されています。レポートは、どのサービスにも、どの監査タイプにも、または常

に利用可能であるとは限りません。顧客は、営業を通じて、特定のOracle Cloudサービ

スで利用可能な監査レポートへのアクセスを要求することができます。 
Oracle Cloudサービスの使用における法規制の遵守については、顧客が単独で責任を負

います。顧客は、契約に署名する前に、その規制上の義務に起因する要件をオラクルに

伝える必要があります。 

脅威と脆弱性の管理： 
ウィルス対策/悪意のある

ソフトウェア 

TVM-01.1 提供するクラウドサービスをサポー

トもしくは（そのクラウドサービス

に）接続するマルウェア対策プログ

ラムを、すべてのITインフラネット

ワークおよびシステム・コンポーネ

ントにインストールしていますか。 

オラクルは、OCIサービスで使用するシステムにウィルス対策/マルウェア対策ソフト

ウェアをデプロイしますが、自身の環境にマルウェア対策ソリューションを導入する責

任は顧客が負います。 

 TVM-01.2 シグネチャ、リスト、行動パターン

を使用したセキュリティ脅威検出シ

ステムが、業界のベストプラクティ

スに従って、すべてのインフラのコ

ンポーネントで確実に更新されてい

ますか。 

NIDS、マルウェア対策、DDoSシステムなどのセキュリティ検知システムは、少なくと

も24時間ごとに自動更新されるように設定されています。顧客のシステムにおけるアッ

プデート設定は、顧客の責任で行ってください。 

脅威と脆弱性の管理： 
脆弱性/パッチ管理 

TVM-02.1 業界のベストプラクティスに定めら

れているように、ネットワーク層の

脆弱性スキャンを定期的に行ってい

ますか。 

オラクルは、Oracle Cloud Servicesの全体的なセキュリティを検証して改善するため

に、Oracle Cloudのインフラ、プラットフォーム、アプリケーションに対する侵入テス

トとセキュリティ評価を定期的に実施しています。 

 TVM-02.2 業界のベストプラクティスに定めら

れているように、アプリケーション

層の脆弱性スキャンを定期的に行っ

ていますか。 

OCIは、ホスト、ネットワーク、アプリケーションのスキャンを定期的に実施していま

す。スキャンは最低でも月1回、重要なプロジェクトの立ち上げや大規模なネットワー

クの変更後に実施されます。 
顧客のアプリケーションの脆弱性検査は、顧客の責任で行ってください。OCIのセキュ

リティ・テスト・ポリシーの詳細は、こちらをご覧ください。
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Concepts/security_testing-
policy.htm 

 TVM-02.3 業界のベストプラクティスに定めら

れているように、ローカルのオペ

レーティング・システム層の脆弱性

スキャンを定期的に行っています

か。 

OCIが運用するシステムに対して、オペレーティング・システム層の脆弱性スキャンを

実施します。脆弱性テストに関するその他の情報は、こちらをご覧ください。 
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Concepts/security_testing-
policy.htm 

 TVM-02.4 脆弱性スキャンの結果は、要求に応

じてテナントが入手できますか。 
オラクルは、ポイントインタイムでの侵入テストおよび環境脆弱性スキャンが定期的に

実施されていることを、その結果の概要とともにまとめた情報を提供できます。特定さ

れた結果の詳細は提供していません。そのような詳細情報を共有すると、その製品また

はサービスを使用するすべての顧客が危険にさらされるためです。 

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Concepts/security_testing-policy.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Concepts/security_testing-policy.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Concepts/security_testing-policy.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Concepts/security_testing-policy.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Concepts/security_testing-policy.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Security/Concepts/security_testing-policy.htm
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 TVM-02.5 すべてのコンピュータ機器、アプリ

ケーション、システムにおいて、脆

弱性を修正する機能がありますか。 

OCIは、脆弱性を評価し、重要性に応じて環境全体にパッチをデプロイする強固なパッ

チ管理ソリューションを備えています。OCIの脆弱性の重要度は、CVSS（Common 
Vulnerability Scoring System）基本値に基づいて評価され、是正されるSLAのタイムラ

インは、割り当てられた重要度と、考えられるビジネスへの影響に基づいています。 

 TVM-02.6 顧客（テナント）のデータがサービ

スの一部として使用され、顧客（テ

ナント）が管理の実施について何ら

かの共有責任を負っている場合、ポ

リシーと手順、特定された弱点を顧

客（テナント）に通知しています

か。 

OCIは、テナントのデータに直接アクセスすることも、それを管理することもできませ

ん。Oracle Cloud Hosting and Delivery Policiesには、オラクルと顧客がOracle Cloud 
Servicesを使用する際のセキュリティ義務が記載されています。
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html 

脅威と脆弱性の管理： 
モバイルコード 

TVM-03.1 モバイルコードのインストールと使

用前に、モバイルコードが認可さ

れ、コード構成がチェックされてお

り、認可されたモバイルコードが明

確に定義されたセキュリティポリ

シーに従って動作することを確認し

ていますか。 

OCIは、モバイルコードによる脅威から保護するマルウェア対策ソフトウェアやウィ

ルス対策ソフトウェアのほか、脆弱性管理スキャンやデプロイメント前の静的および

動的コード分析を使用しています。 
変更管理手順と不正なコードの検出が実施されています。 

 TVM-03.2 不正なモバイルコードの実行はすべ

て防いでいますか。 
オラクルは、従業員が所有するモバイルデバイスのデータを保護するためのモバイルデ

バイス管理プログラムと関連ソリューションを提供しています。これらのソリューショ

ンは、一般的なモバイルデバイスのオペレーティング・システムやプラットフォームを

すべてサポートしています。オラクルのIT部門と企業セキュリティ部門は、モバイルデ

バイスのセキュリティと推奨の慣行に関する意識向上活動を定期的に行っています。 

https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/hosting-delivery-policies.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
https://www.oracle.com/corporate/security-practices/corporate/governance/global-information-security.html
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