POWER9による
セキュリティーへの
多層防御アプローチ
ITインフラストラクチャーを
シームレスに保護して最適化する
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高度なサイバー攻撃にさらされるエンタープライズIT

ニュースで大きく取り上げられる破壊的なデータ侵害によ

脆弱性はハードウェアやファームウェアに存在し、以前はそ

事柄のひとつとなりました。これを受け、組織全体でセキュ

番の標的なのです。

り、セキュリティーは今日多くの経営者が最も注目している

リティー予算が増加しています。しかし、少なくとも一部にお
いては、支出の増加と技術の変化により、ITセキュリティー

を脅かす新たな複雑さとリスクが生じています。Forrester

Consulting社が、セキュリティー担当者を対象に2019年に

実施した調査では、
「高度な脅威インテリジェンス機能の開
発をはじめ、セキュリ ティー・スタッフの増員、
データからの

インサイト抽出、効率性の推進の支援という観点でセキュリ

ティー・ポートフォリオに完全に満足している」
と回答したの

れほど問題ではなかったかもしれませんが、今となっては一

一方、脅威は、ITアーキテクチャーが進化するにつれて増え

続けています。今日あなたのビジネスが克服しなければな

らない数多くのサイバー・セキュリティーの課題は、突き詰め
ていくと2つの実証的真実にたどり着きます。1つは、ITスタ

ックは拡大を続けているということ。
もう1つは、
その結果と

して、
ハッカーがその活動範囲を広げているということです。

1
は4分の未満でした。

セキュリティー担当者の懸念の中で最も重要なのは、攻撃

の数とその洗練度の高まりであり、
それにより今日のビジネ

スがこれまで以上に危険にさらされているということです。
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直面している脅威の現状

今日の組織は、セキュリティー・システムによって、知的財産や企
業の機密情報、個人の機密情報やプライバシーを脅威から守ろ

うとしています。重要なのは、ITセキュリティーのアプローチをど
の様に戦略的に行うのかです。

多くの場合、
これは、
ビジネス、
コンプライアンス、
または金銭的

な理由によるアプローチの採用によって実現されます。このアプ

組織が、包括的なセキュリティー・アプローチを採用すること

のGDPRは、ほんの1つの例に過ぎません。 政府などの機関

現実の要求を満たすことができます。

それらの規制が、
ビジネスの日
注意を払っています。しかし、

により、セキュリティー状況に現在影響を及ぼしている4つの
ハッカーは、
より一層洗練されています。

組織が従来のオンプレミス・データセンターの枠を超えて外

部に出ていくことで、
サイバー攻撃者は「箱」の外のスペース

ローチには意味がありますが、
それだけでは、増加するITシステ

を考慮する様になります。攻撃対象はネットワーク・レベル

せん。例えば、複数部門にまたがるリスクを見落とす可能性があ

可能になります。

ム・リスクからビジネス・プロセスを適切に保護することはできま
ります。
.

理想的な行動方針には、セキュリティーに関連する主要な領域

全体のリスクを特定するための計画と評価が含まれなくてはな

りません。組織が安全かつセキュリティー基準に準拠できるよ

に制限されることなく、もっと広く、もっと洗練された攻撃が

これまでより多くのビジネスが、
モバイル機器やエッジ

機器を介して行われるようになっています。組織内のデータ

サーバー、
ハイブリッド・クラウド環境、多数のモバイル機
は、

器やエッジ機器に保管され、実質的にどこからでもアクセス

う、IBM Power SystemsとPOWER9プロセッサーによって、セキ

できます。このようなサーバーとモバイル機器／エッジ機器

この多層防御アプローチには、以下のものが含まれます。

まれる副産物ですが、攻撃者にとっては新たな攻撃領域と

ュリティー戦略に総合的な多層防御アプローチを実装できます。
•

•

•

ハードウェア

ファームウェア

ハイパーバイザー

• オペレーティングシステム
• PowerSC

は、組織がデータをどのように使用しているかにより細心の
常業務にさらなる複雑さが加えられるのです。

従業員は、なにかが起こるのを待っている脆弱性とな

り得ます。どのようなセキュリティー管理を導入しても、ま

たは脆弱性をどれだけうまく処理しても、常にある程度のリ
スクは従業員によってもたらされます。エンドポイントの保

護とコンプライアンスの遵守に費やした苦労は、意図しない
ミスや巧妙な悪意のある攻撃の前には、意味を無さなくな
ります。その一方で、多くの組織は有能なセキュリティー担

当者を見つけて維持するのに苦労しており、常にスキル不
足に悩まされています。

ITアーキテクチャーが進化し、
テクノロジーや仕事文化、
コン

デジタル変革の推進で生
の切り離せない状況というのは、

サイバー脅威の数や
プライアンスの潮流に適応するにつれ、

なり、悪用される恐れがあります。

ネットワーク領域を
ティー戦略のレベル引き上げるために、

より厳しい規制がリスク・プロファイルに影響を与えてい

ます。規制コンプライアンスを遵守するために実施されてい

多様性、
スピードはさらに急増しています。それは、セキュリ
超えて進化しなければならないことを意味しています。

るプロセスにより、意図しないリスクにさらされる可能性を

作りだすこともあるのです。様々な規制が厳しくなる中、EU
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セキュリティーに対する包括的な多層防御アプローチの
必要性

ITインフラストラクチャーのあらゆるレベルにセキュリティーを確保するためには、
さまざまなサード・パーティー・ベンダーのセキュ

リティー・ソリューションの実装が必要です。ただし、
このアプローチはすでに存在する複雑さをさらに悪化させ、
ネットワークにさ

らに多くの脆弱点を作り出すのです。最も有効な手段は、包括的な多層防御アプローチによって、組織のあらゆるデータやシステム
を保護しながら、複雑さを最小限に抑えることです。

そのことを念頭に置いて、IBMはビジネス主導型のセキュリティーへの包括的なアプローチを採用する際に、
すべてのITセキュリテ

ィーの側面に適切に対処できるIBM Security Frameworkをご用意いたしました。
IBMセキュリティー・フレームワークは、以下の点に焦点を当てています。
1.

インフラストラクチャ : ユーザー、
コンテンツ、
アプリケーションを理解し、高度な攻撃から保護

2. 高度なセキュリティーと脅威の研究 : 脆弱性と攻撃方法を正確に把握し、保護テクノロジーに応用

3. 人材 : 包括的なIDインテリジェンスにより、
セキュリティー・ドメイン全体でエンタープライズIDを管理・拡張

4. データ : 組織内の最も信頼できる資産のプライバシーと整合性を確保

5. アプリケーション : より安全なアプリケーションの開発コストを削減

6. セキュリティー・インテリジェンスと分析 : 追加のコンテキスト、自動化、統合によりセキュリティーを最適化

IBMセキュリティー・フレームワーク の詳細や、IBM Security Blueprint についてはリンク先をご参照ください。

IBM Power SystemsやPOWER9による保護
IBM Power Systemsは、
スタック全体（プロセッサーやファームウェア、
ハイパーバイザー、OS、
アプリケーション、
ネットワーク、セキ

ュリティーまで）に緊密に統合された包括的なエンドツーエンドのセキュリティー・システム管理を提供します。

ハードウェア、
ファームウェア、
ハイパーバイザー
24個の暗号化エンジン

POWER9プロセッサーには、POWER8の2倍となる暗号化エンジンを搭載しています。スタックのすべてのレイヤーにおいて、保
存中または移動中のデータの暗号化を2倍以上の速度で処理します。
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オンチップ・アクセラレータ

IBMPowerVMエンタープライズハイパーバイザー

縮と解凍を、
ソフトウェアよりもはるかに高速に行います。VM全

そのため、仮想マシン
（VM）とクラウド
の実績が優れています。

POWER9が誇る オンチップアクセラレータ は、GZIPファイルの圧

IBM PowerVMは、主要な競合他社と比較してセキュリティー

ネットワーク上を安全に移動
体をすばやく圧縮および暗号化し、

環境を確実に保護することができます。

POWER9のセキュア・ブート

オペレーティング・システム

できます。

セキュア・ブート は、
デジタル署名を介してすべてのファームウェ

ア・コンポーネントを検証することにより、
システムの完全性を保護

します。IBMがリリースするすべてのファームウェアはデジタル署

名されており、
検証可能です。独自のファームウェアをインストール

し、
必要な公開鍵の階層を置き換えて検証することもできます。

トラステッド・ブートとトラステッド・プラットフォーム・モジュール
（TPM）

POWER9上の トラステッド・ブート は、
サーバー上のすべてのファ

ームウェア・コンポーネントの検査とリモート検証（認証）を可能

にします。トラステッド・ブート機能では TPM を用いて、
ソフトウェ

ア・スタックの計測に対する信頼の基点のコア（Root of Trust）を

確率します。検証は、TPM自体が署名されているため、
ファームウ

ェアが改ざんされていないことがわかります。

IBM Power Systemsは、IBM AIXや IBM i、Linuxの各オペ

レーティング・システム向けに優れたセキュリティー機能を提

供します。機能はOSによって異なりますが、例えば、次に挙
げるような機能があります。

• セキュリティーに妥協せず、rootユーザー用に予約され
ている管理機能を割り当て

• ユ
 ーザーやオブジェクトのシステム値、
およびユーザー
やオブジェクトに対するオブジェクト監査値を使用す
ることにより、セキュリティー監査ジャーナル内のオブ
ジェクトへのアクセス・ログを記録

は、
あるサーバーから別のサーバーに移行する必要がある場合、
暗号化によってVMを保護します。仮想化されたオンプレミスの

データセンターやハイブリッド・クラウド環境を利用している場

•

Protected Execution Facility

要求元のユーザーに対して実行または開く前に、
すべ

てのファイルを評価・検証

ワークロード、VM、
コンテナ

ワークロードは、もはやオンプレミスのデータセンターに囚
われず、仮想化環境やクラウド環境へと移行しています。

つまり、組織はコンテナを採用して、
ハイブリッド・インフラ

ストラクチャー全体に新規および既存のアプリケーションを

• ユーザーがアクセスできるオブジェクトに加え、
コマン

ロードには、汎用性のあるセキュリティー機能が必要です。

ドや機能も制御

IBM Power Systemsは、移動中のデータを保護できます。LPM

• ド
 ライブ全体を暗号化し、
オブジェクトを暗号化してか
ら書き出し

• 個々のキー・ストアを介してファイル・レベルのデータ
を暗号化

Live Partition Mobility (LPM)

展開しているということです。こうした動的な環境やワーク

合、LPMは重要です。

Protected Execution Facility は、IBM Power Systemsがスタッ

クを保護する方法の一例です。これは、安全なメモリー上でVM

を暗号化して実行するPOWER9機能で、侵害されたハイパーバ

イザーはアクセスできないということです。さらに、
クラウド環境

では、VMにアクセスできる悪意のある内部関係者や管理者は、

安全なメモリで実行されているワークロードにアクセスできませ

ん。復号化プロセスは、検証済みのシステム上においてのみ行わ
れます。
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IBM Power Systemsセキュリティー製品
IBM PowerSC は、
クラウドおよび仮想環境に最適なエンタープ

IBM PowerSC Standard Editionの機能

ョンです。スタックの最上位に位置し、
その下にあるIBM Power

コンプライアンスの自動化

ベースのUIを提供します。

イルが備えられています。これらのプロファイルをカスタマイ

ライズ・セキュリティーとコンプライアンスを実現するソリューシ

Systemsのスタックに対してセキュリティー機能を管理するWeb

IBM PowerSCによる時間、
コスト、
リスクの
削減

IBM PowerSCは、簡素化および自動化機能を備え、
コンプライア

ンスと監査プロセスを合理化することで時間を節約し、
コストを

削減します。また、
スタック全体の可視性を高めることにより、セ

キュリティー・リスクを軽減します。

IBM PowerSCには、数多くの業界標準に対応したプロファ

ズして、XMLに触れることなく組織のルールと融合できます。

リアルタイムのコンプライアンス

誰かがセキュリティーの観点で重要なファイルを開いたり、
操作したときに、検出および警告を行います。

Trusted Network Connect (TNC)
VMが、定められたパッチ・レベルに達していない場合に警告

します。また、利用可能な修正がある際にも通知します。

トラステッド・ブート

サーバー上で実行されているすべてのファームウェア・コン
ポーネントの検査とリモート検証を可能にします。

トラステッド・ファイアウォール

AIXやIBM i、Linuxの各オペレーティング・システム間の内部

ネットワーク・トラフィックを保護およびルーティングします。

トラステッド・ロギング

アーカイブ、管理が簡単な、一元化された監査ログ
バックアップ、
を作成します。

事前設定されたレポートとインタラクティブなタイムライン

IBM PowerSC Standard Editionは監査をサポートし、5つの事前

構成済みレポートを備えています。 また、VMの動きを表示するイ

ンタラクティブなタイムラインを備えています。

IBM PowerSCの多くの機能の詳細については、以下を参照して

ください。IBM Redbook, “Simplify Management of IT Security
and Compliance with IBM PowerSC in Cloud and Virtualized
Environments”
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セキュリティーに対する最も強力なアプローチは、
簡素化です。

ハッカーの能力が洗練され、
また技術が進化するにつれ、今
日のビジネスに新たな脆弱性がもたらされています。組織

の複雑さを増やさない、包括的かつ多層防御のセキュリテ

ィー・ソリューションが鍵となります。IBM Power Systems

は、単一ベンダーだからこそ、緊密に統合された綿密なソリ

ューションで、
スタックのあらゆるレベルを保護します。複数

ベンダーの多数なコンポーネントに依存するセキュリティー

戦略は、様々な点について最終的にコストのかかる複雑さ

をもたらします。

単一ベンダーのセキュリティーは、セキュリティーを簡素化

および強化する上で自然な戦略なのです。30年にわたる
セキュリティーリーダーシップを基盤として、IBM Power

信を持って対処できるのです。また、IBM Securityおよび

IBM Research、PowerSCポートフォリオからの支援によ

り、POWER9サーバーはインサイダー攻撃を含む複数の脅
威を徹底的に阻止します。

包括的で多層防御的なアプローチにより、
スタック全体のセ

キュリティーを合理化し、
ビジネスを安全に保ちます。

POWER9サーバーがインフラストラクチャーの保
護にどのように役立つかについて詳しくは、IBM
担当者にお問い合わせください。

Systemsは、IBMの内外の他の組織との広範なパートナ

ーシップにより、セキュリティーの専門知識をさらに突き詰
めています。こうしたパートナーシップにより、IBM Power

Systemsはさらに大きなセキュリティー担当者のコミュ

ニティーを活用し、問題を迅速に特定するので、組織は自

1. 「2019年 サイバーセキュリティーに 見られる複雑化に関する報告：複雑化の低減がいかに優れた結果を生むか,」Forrester Research, Inc., 2019年5月
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