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概要
本書では、Microsoft サーバーレス プラットフォームのセキュリティおよびサーバーレス プラット
フォーム アーキテクチャを使用する利点について考察します。また、サーバーレス コンピューティン
グにおけるセキュリティ展開にかかる問題およびそれらを軽減するために Microsoft が使用する方策
についても考察します。
このホワイト ペーパーは、以下の領域に焦点を当てています。
•

サーバーレス プラットフォームの利点、コンポーネント、シナリオ

•

サーバーレス コンピューティングにおけるセキュリティの問題

•

重大な Azure サーバーレス プラットフォームのセキュリティの問題および想定される軽
減策
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概要

概要
多くの企業は、サーバー管理に大量のリソースと時間を必要としており、コスト増につながっています。
企業がより少ないリソースでサーバーを管理できれば、優れたアプリケーションの構築に集中すること
ができます。
サーバーレス コンピューティングならこれを実現できます。アプリケーションの実行とスケーリング
に必要なインフラストラクチャが管理されているためです。サーバーレス コンピューティングとは、
サーバー、インフラストラクチャ、およびオペレーティング システムを抽象化したものです。サーバー
レス コンピューティングは、発生するイベントやトリガーにほぼリアルタイムで反応することで、クラ
ウド内で駆動します。
フル マネージド サービスであるため、サーバー管理およびキャパシティ プランニングは開発者から
は見えなくなります。
サーバーレス フレームワークは、Azure Functions を使用したサーバーレス アプリケーションの開発
と展開に役立ちます。コマンド ライン インターフェイス (CLI) が、関数とイベントから成る高度な、
イベントドリブン型のサーバーレス アーキテクチャを構築するための構造と自動化を提供します。
Azure 関数は、マイクロサービスと同様に、独立した展開ユニットです。これは単なるコードであり、
クラウドに展開され、多くの場合単一のジョブを実行するために作成されます。
サーバーレスでのセキュリティの状況は、従来型のサーバーベース アプリケーションで見慣れている
ものとは異なります。クラウドホストのアプリケーション バック エンドに移動することで、多くのセ
キュリティの問題が解消されます。サーバーレスが提供する、1 つの大きな利点は、侵害されたサーバー
および OS レベルの脆弱性を懸念する必要がなくなることです。これらの懸念は、クラウド サービス
プロバイダーの責任になるためです。また、サーバーレスで処理することによって、サービス拒否 (DoS)
攻撃の悪影響を軽減できます。
さまざまな利点がある一方で、取り組まなければならない、サーバーレス セキュリティ独自のリスク要
因があります。サーバーレス アプローチが新たなセキュリティの懸念をもたらすことはありませんが、
既存のセキュリティの問題への対処法を持つことは必要です。このホワイト ペーパーでは、これらのセ
キュリティの問題に焦点を当てます。
現在のクラウドにバックエンドを配置したアプリケーションは、単一目的のサービスの集まりとして構
築されています。多くのベンダーによって多数の主要な機能 (認証、メッセージング、データなど) が
提供され、開発者は、適切なタスクに対して適切なサービスを選択できます。サーバーレス コンピュー
ティングを利用するタイプのサービスは、このパターンに重要な要素を追加します。すなわち、コン
ピューティング リソースを予約することなく、アプリにカスタム ロジックを追加できることです。
サーバーレス コンピューティングについては以下の重要な考慮事項に注意してください。
•

ユーザーは、クラウド プロバイダーを信頼し、確信を持たなければなりません。ベンダー
ロックインが継続的な懸念です。

•

企業が、多数の機能をまとめた 1 つの大規模なアプリケーションを保有している場合、従
来型の IaaS システムのような "コンパイラ" は存在しません。

•

機能が個別に管理され、さまざまな環境のさまざまなバージョン上にあるため、テストおよ
びデバッグがより難しくなります。
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•

サーバーレス プラットフォーム

IaaS ベンダーは、現在限られた数のプログラミング言語のみをサポートしているため、
サーバーレスコンピューティングでは既存チームに対する追加トレーニング、または新し
いチーム メンバーの投入が必要になる場合があります。主流組織が、このタイプのばらば
らのアプリケーション プラットフォーム モデルを活用するかどうかは、現時点ではわか
りません。

サーバーレス コンピューティングは、まだ発展途上のテクノロジです。Microsoft Azure は、サーバー
レス アーキテクチャをサポートする、強力なサービス ポートフォリオを有しています。

サーバーレス プラットフォーム
サーバーレスの次のような機能によって、開発者は、ソリューションのビジネス ロジックにのみ集中す
ることができます。
•

サーバーレス コンピューティングは、特定のイベントまたはトリガーへの応答として何ら
かのアクションを実行することで駆動されます。

•

サーバーレス アプリを構築する際に、サーバーやインフラストラクチャをプロビジョニン
グする必要はありません。

•

課金は、消費されたリソース、またはコードが実行された実際の時間に基づいて行われま
す。

•

コードを実行するためのアプリを構築する必要はありません。コードにのみ集中できます。

サーバーレスの利点
従量課金制
サーバーレス コンピューティングでは、コードが使用したコンピューティング時間の実際の量で課金
されます。実際の効果として、月当たりの請求額が大幅に削減されます。コスト構造が、全期間 (日数
/月) の仮想マシン (VM)、つまり実質的に容量を "レンタル" することに対する支払いから、100 ミ
リ秒のコンピューティング時間に対する支払いへと変わります。

運用経費の削減
サーバーレス コンピューティングは、数万の関数の同時処理をほぼ瞬間的に (数秒以内に) 行えるよ
うに拡張でき、ほぼあらゆるワークロードに対応し、スケール構成の必要がありません。ほぼリアルタ
イムで、イベントおよびトリガーに反応します。

市場参入までの時間の短縮
サーバーレス コンピューティングは、イベントドリブンです。リソースは、イベントがトリガーすると
即座に割り振られます。コードの実行に要した時間とリソースに対してのみ課金され、その単位は 1 秒
未満です。
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サーバーレス プラットフォーム

Microsoft のアプローチ
Azure PaaS ポートフォリオの一部として、Azure Functions は、Microsoft から提供される、オープ
ンソースのサーバーレス コンピューティング オファリングです。クラウドで関数を容易に実行するた
めのソリューションとして、Azure Functions は、エンタープライズレベルの開発およびモノのイン
ターネット (IoT) 向けに構築されています。また、Azure プラットフォームで既に仕事をしている開
発者は、Azure Functions によって、既存の Azure ベース ワークフローに関数を容易に統合できま
す。
Microsoft は、Azure Functions の移植性および利便性の向上を目指しています。これは、オンプレミ
スであれ、他のパブリック クラウドであれ、ユーザー独自のインフラストラクチャで実行されます。

サーバーレス アーキテクチャおよびアプリケーション
プラットフォーム コンポーネント
サーバーレス アーキテクチャをサポートする概念は、既存のコンピューティング、ネットワーク、スト
レージのリソースの上に位置する 3 つの層と考えることができます。
•

サーバーレス ファブリックによって、開発者は、インフラストラクチャと運用に関する懸
念に対する責任から解放されます。開発者は、コードを書き、動作アプリケーションを作成
するだけで、サーバーを管理する必要がありません。

•

イベントドリブン プログラミング モデルは、このコードの作成に対して、1 つのフレー
ムワークを提供します。

•

Functions は、アプリケーションを組み立てるために必要な、パッケージ、パターン、参照
アーキテクチャを提供します。

サーバーレス アーキテクチャには、プラットフォーム、関連サービス、開発ツールが含まれています。

開発

プラットフォーム

統合開発環境の
サポート
統合された
DevOps
ローカル開発

開発者の生産性

ビジュアル デザイナー

すべてのイベントを一元管理

トリガーとバインディング

100 以上のコネクター

ほぼリアルタイムの提供

柔軟な展開オプション

関数のオーケストレーション

広範な対象範囲

監視
データベース

視覚的な

ストレージ

セキュリティ &

IoT

分析

インテリジェンス

アクセス制御

デバッグ履歴

"サーバーレス アプリ" または "サーバーレス アーキテクチャ" という用語は、ソリューションを構築
する、完全に管理されたサービスのセットを意味します。多くの完全に管理されたソリューションは、
特定の機能を提供し (大半は REST API 経由で)、大規模な負荷を処理するようにスケーリングできま
す。Azure Resource Manager テンプレートを使用して、Function App を展開できます。

© 2018, Microsoft Corporation

6 ページ

Microsoft サーバーレス プラットフォームのセキュリティ

サーバーレス プラットフォーム

たとえば、サーバーレス アプリの Azure Resource テンプレート例 (ロジック アプリおよび Azure
関数) に、Resource Manager テンプレートを使用して、Microsoft Azure にサーバーレス アプリケー
ションを展開する方法が説明されています。
しかし、これらの多くのサービスには、ユーザー コードを実行したり、イベントおよびトリガーに反応
したりする機能は含まれていません。この機能は、サーバーレス アプリケーションを作成する上で極め
て重要です。
Microsoft Azure サーバーレス サービスの例には、Azure Cosmos DB、ストレージ、IoT ハブ、Stream
Analytics、検索、および Microsoft Cognitive Services が含まれています。
サーバーレス コンピューティングのコンポーネントをさらに詳しく考察します。
•

Azure Functions

•

Azure Logic Apps

•

Azure Event Grid

関数
Azure Functions は、サーバーレス コンピューティング サービスであり、インフラストラクチャのプ
ロビジョニングまたは管理を必要とすることなく、オンデマンドでコードの実行を可能にします。Azure
Functions は、さまざまなイベントへの応答として、スクリプトやコードの断片を実行できます。
Azure Functions は、小さなコード、つまり関数を実行するための、ソリューションです。直面する問
題に必要なコードのみを作成し、アプリケーション全体を考慮する必要がありません。次の開発言語を
選択できます。C#、F#、Node.js、Python、または PHP。

Logic Apps
Azure App Service の Logic Apps 機能は、スケーラブルな統合とワークフローを実装する方法を提
供します。ビジュアル デザイナーを提供するとともに、ワークフローと呼ばれる一連のステップとし
て、プロセスをモデル化し、自動化する機能を提供します。クラウドおよびオンプレミス サービス全体
で、サーバーレス アプリを他の API に迅速に接続するための多数のコネクターがあります。

Logic Apps が
すべてを接続
 ミッション クリティカルで
複雑な統合シナリオを容易に
実行
 オンプレミス、ハイブリッド、
クラウド アプリケーションを
接続
 API 中心の接続で将来に備える

API アプリ

Web アプリ
オンプレミス データ
ゲートウェイ

 カスタム オンプレミス
アプリケーションをクラウドに
容易に接続
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サーバーレス プラットフォーム

ロジック アプリは、トリガー ("アカウントが Dynamics CRM に追加されたとき" など) で始まり、
その後、アクション、会話、条件ロジックの組み合わせを開始できます。Logic Apps は、1 つのプロ
セス内のさまざまな関数を調整するためのオプションで、そのプロセスに外部システムや API との対
話が必要な場合に特に有効です。

Event Grid
Azure Event Grid を使用して、イベントベース アーキテクチャでアプリケーションを構築できます。
サブスクライブする Azure リソースを選択して、イベントの送信先となるイベント ハンドラーまたは
Webhook エンドポイントを提供します。

トピック

イベント サブスクリプション

BLOB ストレージ

Azure Functions

リソース グループ
Logic Apps
Azure
サブスクリプション

Azure Automation

Event Hubs
カスタム トピック

イベント発行元

WebHooks

イベント ハンドラー

Event Grid は、Azure Storage Blobs やリソース グループなど Azure サービスから発生するイベン
トに対する組み込みサポートを備えています。また、Event Grid は、カスタム トピックやカスタム
Webhook を使用して、アプリケーションおよびパートナー イベントをカスタム サポートしています。

サーバーレスのシナリオ
Azure Functions は、データを処理し、システムを統合し、IoT と連携し、シンプルな API およびマ
イクロサービスを作成するためのソリューションです。画像処理、オーダー処理、ファイル メンテナン
スなどのタスクや、スケジュールに沿って実行したいあらゆるタスクについて、Functions を検討して
ください。
以下のセクションには、一般的なシナリオが記載されています。

リアルタイムのストリーム処理
リアルタイムのストリーム処理：
1. キューまたはファイルベースのストレージからメッセージを使用します。
2. メッセージを処理します。
3. 結果を別のメッセージ キュー、ファイル ストア、またはデータベースに転送します。
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サーバーレス プラットフォーム

処理には、メッセージのクエリ、フィルタリング、集計などが含まれている場合があります。ストリー
ム処理エンジンは、データの無限のストリームを使用して、最小限の遅延で結果を生成できる必要があ
ります。

数百万のデバイスから
Stream Analytics に供給

構造化データに変換

Azure SQL Database への
データの格納

たとえば、IoT デバイスから Azure Stream Analytics にメッセージを送って、Azure 関数を呼び出
して、メッセージを変換することができます。この関数は、データを処理し、Azure SQL データベース
に新規レコードを作成します。

時間に基づく処理
時間に基づく処理は、事前に定義されたスケジュールに沿って、クリーンアップやその他のバッチ タス
クを実行する、スケジュールに基づくプロセスです。

15 分ごと

無効なデータの検出と消去

クリーンなテーブル

Azure Functions は、イベントベースの処理をサポートしており、アプリの作成と展開全般を迅速化し
ます。Azure Functions の最大の利点の 1 つは、24 時間体制の処理です。たとえば、15 分ごとに、
事前に定義されたビジネス ロジックに基づいて、関数がデータベース テーブルをクリーンアップでき
ます。

バックエンド (モバイル、IoT、Web)
Azure Functions を使用して、サーバーレス バックエンドを作成し、モバイル、IoT、Web アプリを
処理することができます。
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撮影された写真および
呼び出された WebHook

Blob ストレージに格納

サーバーレス プラットフォーム

スケーリングされた画像の提供

たとえば、IoT デバイスから Stream Analytics にメッセージを送信して、Azure 関数を呼び出し、
メッセージを変換することができます。この関数は、データを処理し、Azure Cosmos DB に新規の
更新を作成します。
モバイル バックエンドは、Webhook URL 経由でモバイル クライアントから呼び出される一連の
HTTPS API です。たとえば、モバイル アプリケーションは、画像を取り込んで、Azure 関数を呼び出
して、Azure Blob Storage にアップロードするためのアクセス トークンを取得できます。Blob への
アップロードによって 2 番目の Azure 関数がトリガーされ、モバイル用に画像サイズが変更されま
す。

ボットによるリアルタイムのメッセージング
リアルタイムでユーザーとのさまざまな種類の対話をサポートするボットを構築できます。たとえば、
ボットは、テキスト、カード、スピーチを使用して、会話的にやり取りすることができます。

チャットボットに
送信されたメッセージ

Cortana Analytics が質問に回答

チャットボットが
応答を送信

Azure Functions を使用して、Webhook によってボットの動作をカスタマイズできます。たとえば、
Microsoft AI プラットフォームを使用して、メッセージを処理する関数を作成し、Microsoft Bot
Framework を使用して、この関数を呼び出します。
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サーバーレス コンピューティングにおける
セキュリティの問題
サーバーレス アーキテクチャを企業で使用して、社内の物理または仮想サーバーを必要とせずに、ソフ
トウェアおよびサービスを構築して展開できます。サーバーレスは、サーバー管理の責任をアプリケー
ションの所有者からプラットフォームのプロバイダーに移動します。これにより、既知のセキュリティ
の脆弱性に関するパッチ未適用サーバーなどのセキュリティの問題が排除され、サービス拒否 (DoS)
がセキュリティの問題ではなく、請求上の問題になります。
しかし、サーバーレス コンピューティングにも考慮するべき、セキュリティの問題や課題は依然として
あります。

パブリック クラウド コンピューティングでの共同責任
モデル
サーバーレスによって、サーバー管理およびセキュリティ更新に関わる責任がクラウド サービス プロ
バイダーに移されるため、お客様はこの責任から解放されます。
しかし、アプリケーション コードに対する責任は残っています。適切に作成されていないコードは、安
全ではありません。また、データ管理、データ暗号化、ID 管理、認証/承認、サービスの構成、および
役割ベースのアクセス制御 (RBAC) もお客様の責任です。
責任

オンプレミス

データ分類 &
アカウンタビリティ
クライアント &
エンドポイント保護
ID および
アクセス管理
アプリケーションレベルの
制御
ネットワーク制御
ホスト
インフラストラクチャ
物理的なセキュリティ
クラウドの顧客

クラウド
プロバイダー

アプリケーションレベルの脆弱性 (たとえば、クロスサイト スクリプティングや SQL インジェクショ
ン) は、侵害された場合、深刻な問題であることに変わりありません。軽減策 (入力検証やプログラム
によるデータベース アクセスなど) は、引き続き重要です。
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アプリケーションの依存関係は、侵害されたサーバーの依存関係と似ています。広範囲にわたり、開発
者によって頻繁にダウンロードされます。どのパッケージを使用しているのかを追跡するのは困難です。
また、多くの場合脆弱で、新しい脆弱性が定期的に明らかになります。

攻撃対象領域の拡大と複雑性の増大
HTTPS API、メッセージ キュー、クラウド ストレージ、IoT デバイス通信などのイベントは、サー
バーレス関数におけるデータ使用の主要ソースです。そのようなメッセージが複雑なプロトコルおよび
メッセージ構造を持ち込んだ場合、攻撃の可能性が高まります。
Web アプリケーション ファイアウォールなど、標準的なアプリケーション層の保護では、高度なアプ
リケーション層の検査を実施できない限り、このような種類の攻撃を検査できません。また、サーバー
レス関数の場合、アプリケーション層の検査デバイスを、サーバーレス関数をホストしているコン
ピューティング デバイスの前に配置することができません。
また、サーバーレス アーキテクチャの可視化とモニタリングは、標準的なソフトウェア環境よりも複雑
になっています。この懸念に対応するために、各関数を独自のセキュリティ境界とみなします。各関数
は、入出力をサニタイズし、自身のデータを保護し、コードおよび依存関係を安全に守らなければなり
ません。

デバッグの煩雑さ
ネストされたサービス呼び出しのデバッグが失敗したときの、透明性に関する問題があります。サード
パーティ サービスおよび "転送中" のデータによって、コードのデバッグが極めて難しくなっていま
す。
相関 ID を使用して、要求ソースを追跡できますが、マイクロサービス アーキテクチャのあらゆるサー
ビスで適用する必要があります。これについては軽減策がないため、あらゆるサービスでそのような相
関 ID を適用する必要があります。

あらゆる場所におけるテレメトリと洞察
サーバーレス コンピューティングに移行すると、大量の関数およびサービスの移動に伴って、アプリ
ケーションの断片化が増します。この断片化は、新規サービスの作成に伴って、ソリューションを管理
が困難で、洞察や使用パターンを提供しないものにする場合があります。このような洞察や使用パター
ンは、提供されれば、想定されるセキュリティ イベントや、侵害の兆候 (IoC) の評価において有効な
ものです。
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Azure 関連の重大なセキュリティの問題と
軽減策
以下のセクションでは、サーバーレス アーキテクチャにおける最も重大なセキュリティ リスクについ
て説明しています。

Azure Functions における挿入フロー
信頼されていない入力がインタープリターに直接渡され、最終的に評価された場合、挿入の欠陥が発生
します。イベント データ挿入は、API 呼び出しなど、データ入力に限定されません。大半のサーバー
レス アーキテクチャは、いくつかのイベント ソースおよびトリガーを提供するためです。例として、
Azure Functions、SQL、NoSQL、Azure Blob Storage、Azure Cosmos DB、およびサーバーレス モ
バイル バックエンドがあります。
サーバーレス アーキテクチャでホストされるコードの関数は、必要に応じてそれらを実行する特定の
イベントに結びついています。サーバーレス アーキテクチャでコードの関数の実行をトリガーするた
めに使用できるイベントの例には、以下があります。
•

HTTPS 要求: HTTPS 要求を使用して、コードの実行をトリガーします。例については、
「Create your first function (最初の関数を作成する)」を参照してください。

•

メッセージ キュー トリガー: メッセージが Azure Storage キューに到着したときに応
「Create a function triggered by Azure Queue storage (Azure
答します。例については、
キュー ストレージによってトリガーされる関数を作成する)」を参照してください。

•

ファイル/ストレージ トリガー: Azure Storage Blobs がコンテナに追加されたときにそ
れを処理します。画像サイズ変更でこの関数を使用する場合があります。詳しくは、「Blob
storage bindings (Blob ストレージ バインディング)」を参照してください。

•

タイマー/スケジュール: 事前定義されたスケジュールに沿って、クリーンアップ、その他
のバッチ タスクを実行します。例については、「Create a function triggered by a timer
(タイマーによってトリガーされる関数を作成する)」を参照してください。

次の図は、HTTPS を処理する、Web API 関数の実装を示しています。
Web API 関数のサーバーレス実装による
HTTPS 要求/応答の処理

その他のアプリケーション

要求を介してトリガーされた HTTPS
関数実行
返された HTTPS 応答
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Azure 関数は、3 ステップのプロセスで HTTPS 要求を実行します。
1. 要求を介してトリガーされた HTTPS
2. 関数実行
3. HTTPS 応答
他のアプリケーションが Azure 関数にアクセスを試みると、HTTPS 要求が送信されます。この要求を
受け取ると、Azure 関数の実行が始まります。Azure 関数の実行後、HTTPS 応答がアプリケーション
に返されます。

推奨事項
•

明示的に入力を信頼したり、有効性について何らかの仮定をしてはいけません。

•

安全な API を使用して、ユーザー入力または API を承認します。この手法は、基盤とな
るインフラストラクチャに関して変数をバインドするメカニズムを提供します。

•

インタープリターに直接渡す前に、ユーザー入力を検証して承認してください。

•

コードが常に、このタスクの実行に必要な最小権限で実行されているか確認してください。

•

入力が予想されるイベント トリガーからのみ到着できると想定しないでください。

•

開発ライフサイクルで脅威モデリングを適用する際に、すべての想定されるイベント タイ
プおよびエントリー ポイントをシステムで考慮してください。

•

Web アプリケーション ファイアウォールを使用して、サーバーレス アプリケーションに
着信する HTTPS トラフィックを検査してください。

断片化した認証
サーバーレス アーキテクチャ用に構築されたアプリケーションには、多くの場合、数百以上の異なる
サーバーレス関数が含まれています。それぞれ特定の目的があります。サーバーレス アーキテクチャで
は、小さくて、バージョン管理が独立して行われ、スケーラブルな、マイクロサービス指向のアプリケー
ションが推進されます。
断片化したインフラストラクチャの世界では、認証および承認の問題と考慮事項が重要です。これらは、
アクセス制御を提供し、関連の関数の保護に役立ちます。
例として、パブリック Web API (すべてで何らかの種類の認証メカニズムが使用されている) のセッ
トを考えてみます。アプリケーションがクラウド ストレージ サービスからファイルを読み取る場合、
その内容が関数に対する入力の形式になっていて、かつクラウド ストレージ サービスで認証されてい
ないと、システムは未認証の弱いエントリー ポイントにさらされてしまいます。攻撃は、この弱点を使
用して、アプリケーション ロジックを迂回し、そのフローを操作します。
このシステムは、結果的に関数を実行し、未認証ユーザーに公開することを意図していないアクション
を実行する可能性があります。設計でこれが考慮されていなかったためです。
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推奨事項
•

カスタム認証スキームを構築してはいけません。サーバーレス環境が提供する認証機能を
使用してください。次に例を示します。
•

Azure App Service の認証/承認。Azure App Service は、組み込みの認証および
承認のサポートを提供しており、Azure Functions で最小限のコーディング、ある
いはまったくコーディングなしで、ユーザーをサインインしてデータにアクセスす
ることができます。

•

•

プロバイダー SDK によるモバイル認証。

•

プロバイダー SDK なしでのモバイル認証。

•

サービス間認証。

対話型のユーザー認証を選択できないため、開発者は、セキュア API キー、 SAML アサー
ション、クライアントサイド証明書、または同様の認証標準を使用する必要があります。

サーバーレス展開の構成ミス
セキュリティ会社は、クラウド サービスの誤った設定および構成ミスが、多くの場合、サーバーレス
アーキテクチャに対する攻撃の入り口になることを把握しています。サーバーレス アーキテクチャの
ベンダーが提供する既定の設定は、必ずしもニーズに適しているとは限りません。取り巻く環境の特定
ニーズやタスクに応じて、これらの設定をカスタマイズする必要があります。
サーバーレス アーキテクチャのベスト プラクティスは、関数をステートレスにすることです。サー
バーレス アーキテクチャ向けに構築された多くのアプリケーションは、クラウド ストレージ インフ
ラストラクチャに依存して、実行間のデータの格納と存続を行います。
たとえば、処理されるオーダーには、多くの場合関連した状態番号があります。関数は、この状態に基
づいてオーダーを処理でき、関数自体はステートレスのままです。
べき等関数は、特にタイマー トリガーで推奨されます。たとえば、1 日に 1 回何かを実行しなければ
ならない場合、1 日のいつでも実行できて同じ結果になるように作成します。この関数は、特定の日に
作業がない場合は、終了できます。また、前の実行が正常に終了しなかった場合は、次の実行を継続す
る必要があります。

推奨事項
•

クラウド ストレージ インフラストラクチャから機密データが漏えいするのを防ぐために、
ベンダーは、一連のセキュリティ機能を提供できます。クラウド ストレージ構成や、多要
素認証、転送データおよび保存データの暗号化などです。

•

クラウド ストレージを使用する組織は、クラウド ベンダーが提供する、使用可能なスト
レージ セキュリティ制御を把握しておく必要があります。
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望ましくない特権および役割
特権は、リソースへのアクセスが必要なサーバーレス アプリケーションに対して割り当てる必要があ
り、限られた時間に限定しなければなりません。
アクションに必要な範囲を超えてユーザーに権限を付与すると、望ましくない形でユーザーが情報を取
得または変更できてしまいます。アクセス権限の委任を慎重に行うことで、攻撃者がシステムに与える
損害を制限できます。
たとえば、Azure SQL Database でのサーバーレス関数は、特定の SQL リソースに対する "読み取り" 権
限が付与されている場合にのみ、データベースを読み取り、そのデータに対する分析を実行します。

推奨事項
•

プラットフォームに応じた ID およびアクセス管理 (IAM) 機能を適用して、各関数が最
小限の特権で実行される独自のユーザー役割を持つようにします。Microsoft Azure は、
現在、関数ごとの権限および役割を提供していません。しかし、さまざまな Azure サービ
スが、アクセス制御を提供しており、それを展開して不要な特権を削減できます。たとえ
ば、共有アクセス署名は、ストレージ アカウント内のオブジェクトに対する制限されたア
クセス権を他のクライアントに付与します。

•

RBAC で Privileged Identity Management を使用して、Azure リソースへのアクセスを
管理、制御、監視します。

Azure Functions の実行フロー操作
攻撃者は、アプリケーションで変更を行うことによって、アプリケーション ロジックを崩壊させる場合
があります。この手法を使用することで、攻撃者は、アプリケーションのセキュリティ制御を迂回でき
ます。
複数の関数の呼び出しプロセスが攻撃者の標的になる場合があります。Logic Apps および Azure
Durable Functions が提供するものなどです。

推奨事項
•

関数実行フローの操作を回避するために、合法的な呼び出しフローについて何も仮定する
ことなく、システムを設計してください。

•

適切なアクセス制御と権限が各関数に設定されるようにしてください。

•

Durable Functions および Logic Apps は、複数の関数の間の状態遷移および通信を管理
するために作成されています。

•

Durable Functions や Logic Apps を使用して複数の関数と統合していない場合は、関数
間通信にストレージ キューを使用することをお勧めします。主な理由は、ストレージ
キューがより安価で、プロビジョニングが容易なことです。

•

ストレージ キューの個々のメッセージのサイズは、64 KB に制限されています。関数間で
より大きなメッセージを渡す必要がある場合は、Azure Service Bus キューを使用すると、
Standard 層で最大 256 KB、 Premium 層で最大 1 MB までのメッセージ サイズをサ
ポートできます。
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処理前にメッセージ フィルタリングを必要とする場合は、Service Bus トピックが有効で
す。

•

大量の通信をサポートするには、Event Hubs が役立ちます。

不適切なモニタリングおよびロギング
リアルタイムのインシデント対応は、攻撃者に対する防御に役立ちます。特に、システムが侵害された
場合に当てはまります。
攻撃が成功するのを防ぐには、組織はリアルタイムのモニタリングおよびロギング、ならびにイベント
を備えて、システムが正常に機能しているかどうかを洞察できるようにしなければなりません。これは、
サービスの品質の目標を維持する上でも重要です。
クラウドで動作する分散アプリケーションは、適切な監査証跡で、的確なリアルタイム セキュリティを
実現してイベントのモニタリングを行うために、複雑になっています。サーバーレス開発者および
SecDevOps チームは、組織のニーズに適したロギング ロジックを組み合わせる必要があります。

推奨事項
•

サーバーレス アプリケーション ロジック/コードのランタイム追跡およびデバッグ機能
を採用して、システムとデータ フロー全体をより的確に把握します。たとえば、Azure
Application Insights を使用します。

セキュアでないサードパーティ製ソフトウェアの依存関係
サーバーレス関数は、多くの場合、単一の個別タスクを実行する小さなコードです。サーバーレス関数
が、オープンソース パッケージやライブラリなど、サードパーティ製ソフトウェアからインポートされ
たコードに依存している場合、脆弱性が悪用される可能性があります。

推奨事項
サードパーティ製コンポーネントの脆弱性に対応するには、以下を含む適切に定義されたプロセスが必
要です。
•

ソフトウェア パッケージおよびその他の依存関係やバージョンのインベントリ リストを
維持します。

•

既知の脆弱な依存関係がないかソフトウェアをスキャンします。特に、新規パッケージを追
加したり、パッケージのバージョンをアップグレードしたりする場合が該当します。脆弱性
スキャンは、継続的な統合およびデリバリー プロセスの一貫でなければなりません。

•

不要な依存関係を除去します。特に、サーバーレス関数で必要でなくなった場合が該当しま
す。

•

信頼性の高いリソースに限定してサードパーティ製パッケージを使用し、パッケージが侵
害されていないことを確認します。

•

非推奨のパッケージ バージョンを最新バージョンにアップグレードして、すべての適切な
ソフトウェア パッチを適用します。
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セキュアでない機密ストレージ
プレーン テキストで処理してはいけない、さまざまな種類の機密情報が存在します。以下のように、機
密性が高く、保護する必要があるアプリケーション設定を行うのが一般的です。
•

データベース接続文字列

•

パスワード

•

暗号化キー

このような機密をソース コントロールに格納してはいけません。ソース コード リポジトリがプライ
ベートであっても、容易に漏えいしてしまいます。機密をパブリックでないようにするだけでは不十分
です。より大きなプロジェクトでは、場合によっては、実稼働環境の機密にアクセスできる開発者およ
びオペレーターを制限する必要があります (テストまたは開発環境の設定は異なります)。

推奨事項
•

すべてのアプリケーションの機密を暗号化されたストレージに格納します。暗号化キーの
管理のための一元化されたインフラストラクチャを介して、暗号化キーを保守します。大部
分のサーバー規模のアーキテクチャおよびクラウドのベンダーが、このキーの保守を行っ
ています。開発者は、サーバーレス環境に容易に統合できる、セキュアな API を提供する
必要があります。

•

よりセキュアなオプションは、これらの機密を Azure Key Vault に格納することです。
Key Vault は、暗号化キーおよびその他の機密を管理するための、クラウドでホストされ
たサービスです。

サービス拒否 (DoS) 攻撃
サービス拒否 (DoS) 攻撃は、サーバーレス アーキテクチャにとって重大な脅威です。メモリーの割り
振り、関数ごとの時間、実行の制限を阻害することがあります。
サーバーレス アーキテクチャには、スケーラビリティと高可用性が備わっていますが、注目するべきい
くつかの制限があります。
DoS は、標的の可用性を阻害する攻撃の集まりです。これらの攻撃では、組織的に、複数のインター
ネット接続されたシステムを使用して、DNS、Web サービス、電子メール、その他の標的に対して大
量のネットワーク要求を開始します。

DoS の原因
•

適切に管理されていない、接続されたデバイスが大量に増えることで、攻撃者は、それらを
乗っ取り、DoS ボットネットのメンバーにすることができます。

•

既定の制限、不適切な構成、DoS の分散型の特性によって、DoS 攻撃が成功する場合があ
ります。
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推奨事項
DoS 攻撃に対処する上で、次のようないくつかの軽減策およびベスト プラクティスがあります。
•

常時モニタリングおよび自動化ネットワークによる攻撃の軽減

•

Azure の固有のプラットフォームの洞察に基づく、アダプティブ チューニング

•

Azure Application Gateway Web アプリケーション ファイアウォールによるアプリケー
ション層の保護

•

Azure Monitor との統合による、分析および洞察

•

DoS 攻撃の予測できないコストに対する防御

不適切な例外の処理
サーバーレス アーキテクチャの行単位のデバッグ サービスは、デバッグ機能と比較して、多くの場合、
より複雑で制限されています。サーバーレス関数が、コードをローカルでデバッグしているときに使用
できないクラウドベースのサービスを使用している場合に、このことがわかります。
行単位のデバッグによって、開発者は、詳細なエラー メッセージの使用を採用でき、デバッグ環境変数
が使用可能になり、実稼働に移行する際のコードのクリーニングを避けることができます。
Azure Functions トリガーおよびバインディングは、さまざまな Azure サービスとやり取りしていま
す。これらのサービスと統合する場合、基盤の Azure サービスの API が原因でエラーが発生する場合
があります。また、REST またはクライアント ライブラリを使用して、関数コードから他のサービスと
の通信を試みるときに、エラーが発生する場合もあります。データの逸失を回避し、関数を確実に正常
に動作させるには、どちらに起因するエラーも処理することが重要です。
大半のトリガーで、関数実行中にエラーが発生した場合、標準で再試行は行われません。再試行をサポー
トしている 2 つのトリガーは、Azure Queue Storage と Azure Blob Storage です。既定で、これ
らのトリガーは、最大 5 回再試行します。5 回の再試行後、どちらのトリガーも、特別な有害キュー
にメッセージを書き込みます。
Azure Functions プラットフォームで使用しているコンポーネント用に、既に提供されている防御策を
活用します。たとえば、Azure Queue Storage トリガーおよびバインディングで、資料の「Handling
poison queue messages (有害キュー メッセージの処理)」を参照してください。

推奨事項
•

関数でエラーが発生した場合に、トリガー情報の逸失を防ぐために、関数コードで TryCatch ブロックを使用してエラーを捕捉することをお勧めします。

•

エラーが発生すると、トリガーによって関数に渡された情報を、特別な "有害" メッセージ
キューに書き込みます。このアプローチは、Blob ストレージ トリガーが使用する方法と
同じです。
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Microsoft サーバーレス プラットフォームの
保護
Azure は、開発者が、信頼性が高く、拡張性に優れた方法で動作するマイクロサービスを作成できるよ
うに支援する、管理されたサービスをいくつか提供しています。Microsoft Azure サーバーレス プラッ
トフォームのセキュリティは、ソフトウェアおよびサービスの構築と展開の両面で、主要な問題です。
以下のセクションでは、サーバーレス プラットフォームの保護に役立ついくつかの方法を説明します。

Azure App Service 専用プランによる関数の保護
関数アプリを作成する際、アプリに含まれる関数について、ホスティング プランを構成する必要があり
ます。いずれかのモードで、Azure Functions ホストのインスタンスは、関数を実行します。このプラ
ンは以下を制御します。
•

ホスト インスタンスをスケールアウトする方法。

•

各ホストで使用可能なリソース。

Azure Functions を 2 つのホスティング プランのいずれかで実行できます。従量課金プランまたは
App Service プランです。

従量課金プラン
推奨されるホスティング プランは、従量課金プランです。以下の利点があるためです。
•

コストは、関数が実行されている時間に基づいています。

•

キャパシティ プランニングを考慮する必要がありません。システムは、アプリケーション
が求める実行回数にあわせてスケーリングします。

App Service プラン
App Service プランでは、関数の実行に必要なリソースに関して、より考慮する必要があります。要件
にあわせて、自動または手動でリソースをスケーリングできますが、全体的には、お客様側の管理負担
が増えます。
従量課金プランおよび App Service プランについての詳細は、Azure Functions ホスティング プラ
ンの比較を参照してください。
•

コストは、関数が実行されている時間に基づいています。

•

キャパシティ プランニングを考慮する必要がありません。システムは、アプリケーション
が求める実行回数にあわせてスケーリングします。
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Azure Active Directory による関数の保護
Azure Active Directory は、組織のディレクトリに存在するユーザーおよびアプリケーションの ID を
検証する ID プロバイダーです。ユーザーおよびアプリケーションの認証に成功すると、セキュリティ
トークンを発行します。Azure AD を使用して、ユーザーおよびアプリケーションを承認します。
Azure Functions は、Azure App Service と同じ基盤となるコア コンポーネント上に構築されている
ため、追加コードを書く必要がなく、ほぼ "無料" でいくつかの機能を有効にすることができます。認
証は、そのような機能の 1 つです。
認証/承認機能によって、アプリケーションはユーザーをサインインできるため、アプリのバックエンド
でコードを変更する必要がありません。比較的容易に、アプリケーション、およびユーザーごとのデー
タの作業を保護することができます。これを Azure AD と組み合わせることで、ユーザーはアプリケー
ションに対してサインアップできるようになり、パスワードの再設定、2 要素認証、電子メール確認な
どの機能をサポートできます。
認証および承認を構成するには、以下のようにします。
1. Azure Portal で、App Service アプリを参照します。左側のウィンドウで、[認証/承認]
を選択します。
2. [認証/承認] が有効になっていない場合、[On] を選択します。
3. [Azure Active Directory] を選択し、[管理モード] の下の [簡易] を選択します。
4. [OK] を選択して、App Service アプリを Azure Active Directory に登録します。これに
よって、新しいアプリ登録が作成されます。既存のアプリ登録を選択したい場合は、[既存
のアプリを選ぶ] をクリックしてから、テナント内で以前に作成したアプリ登録の名前を
検索します。アプリ登録を選択して、[OK] を選択します。Azure Active Directory 設定
ページで [OK] を選択します。既定では、App Service は、認証を提供しますが、承認さ
れたアクセスをサイト コンテンツと API に制限しません。アプリ コードでユーザーを承
認する必要があります。
5. (オプション) Azure Active Directory によって認証されたユーザーのみに、サイトへのア
クセスを制限するには、[要求が認証されない場合に実行するアクション] を [Azure
Active Directory でのログイン] に設定します。この設定では、すべての要求を認証し、
すべての認証されていない要求は、Azure Active Directory にリダイレクトして認証を求
めることが必要になります。
6. [保存] を選択します。

Logic Apps の保護
Logic Apps 機能を使用して、アプリケーションの関数および API を調整、接続することができます。
ロジック アプリの保護に役立つツールは多数あります。

トリガーへのアクセス
HTTPS 要求 (要求または Webhook) で起動するロジック アプリを取り扱う場合、承認されたクライ
アントのみがロジック アプリを起動できるようアクセスを制限できます。ロジック アプリに対するす
べての要求は暗号化され、TLS によって保護されます。
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承認されたクライアントのみがロジック アプリを起動できるようにアクセスを制限するには、次のよ
うに 2 つの方法があります。
•

共有アクセス署名
ロジック アプリのあらゆる要求エンドポイントに、URL の一部として、共有アクセス署名
が含まれます。各 URL には、以下のクエリ パラメーターが含まれています。
•

sp: 許可された HTTPS メソッドに対応する権限を指定します。

•

sv: 生成に使用するバージョンを指定します。

•

sig: トリガーへのアクセスを認証します。

署名は、すべての URL パスおよびプロパティの秘密鍵を使用して、SHA256 アルゴリズ
ムを介して生成されます。秘密鍵は、公開および開示されることはなく、暗号化されて、ロ
ジック アプリの一部として格納されます。ロジック アプリは、秘密鍵を使用して作成され
た有効な署名が含まれているトリガーのみを承認します。
•

着信する IP アドレスの制限
共有アクセス署名に加えて、特定のクライアントからのみに、ロジック アプリの呼び出し
を制限したい場合があります。たとえば、Azure API Management によってエンドポイン
トを管理している場合、API Management インスタンスの IP アドレスからの要求のみロ
ジック アプリが受け入れるように制限できます。
ロジック アプリ設定内で、この設定を構成できます。
1. Azure Portal で、IP アドレス制限を追加したいロジック アプリを開きます。
2. [設定] の下の [アクセス制御の構成] を選択します。
3. トリガーが受け入れる IP アドレスの範囲のリストを指定します。

ロジック アプリの管理または編集のためのアクセス
ロジック アプリに対する管理操作へのアクセスを制限して、特定のユーザーまたはグループのみがそ
のリソースに対する操作を実行できるようにします。ロジック アプリは、Azure RBAC 機能を使用し、
同じツールでカスタマイズできます。また、サブスクリプションのメンバーを以下の組み込みの役割に
割り当てることができます。
•

ロジック アプリの共同作成者: ロジック アプリの閲覧、編集、更新を行うためのアクセス
権を提供します。この役割では、リソースの除去や管理操作を実行することはできません。

•

ロジック アプリのオペレーター: ロジック アプリを閲覧し、履歴を実行し、有効化/無効
化することができます。この役割では、定義の編集や更新はできません。

実行の入出力のコンテンツに対するアクセス
ワークフロー実行内のすべてのデータは、転送中も保存時も暗号化されています。履歴の実行の呼び出
しが行われると、サービスは要求を認証し、要求および応答の入出力に対するリンクを提供します。指
定された IP アドレス範囲のコンテンツを閲覧する要求のみ、コンテンツを返すようにすることで、こ
のリンクを保護できます。
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ワークフローのアクション内のパラメーターまたは入力
環境全体の展開について、ワークフロー定義の一部の側面をパラメーター化したい場合があります。ま
た、一部のパラメーターは、ワークフローの編集時に表示したくない、セキュアなパラメーターである
場合があります。たとえば、HTTPS アクションの Azure Active Directory 認証に関するクライアン
ト ID やクライアントの秘密などです。
実行時にリソース パラメーターの値にアクセスできるようにするために、ワークフロー定義言語が
操作を提供します。また、リソース展開テンプレートでパラメーターを指定すること
ができます。しかし、パラメーター タイプ

を指定した場合、パラメーターは、残りのリ

ソース定義とともに返されず、展開後にリソースを閲覧してもアクセス可能になりません。

ワークフローから要求を受け取るサービスへのアクセス
ロジック アプリがアクセスする必要があるエンドポイントを保護する方法はいくつかあります。
•

送信要求に対する認証の使用
HTTPS、HTTPS + Swagger (オープン API)、または webhook アクションを使用して
いる場合、送信される要求に認証を追加できます。基本認証、証明書認証、または Azure
Active Directory 認証を含めることができます。この認証を構成する方法について詳しく
は、HTTP アクションの概要を参照してください。

•

ロジック アプリの IP アドレスにアクセスを制限
ロジック アプリからのすべての呼び出しは、リージョンごとに特定の IP アドレスのセッ
トから発信されます。さらにフィルタリングを追加して、指定された IP アドレスからの要
求のみを受け入れるようにすることができます。このような IP アドレスのリストについ
ては、ロジック アプリの制限および構成を参照してください。

•

オンプレミス接続
ロジック アプリは、いくつかのサービスと統合されて、セキュアかつ信頼性の高いオンプ
レミスの通信を提供しています。

•

オンプレミス データ ゲートウェイ
ロジック アプリの多くの管理されたコネクターが、ファイル システム、SQL、SharePoint、
DB2 などのオンプレミス システムに、セキュアな接続を提供しています。ゲートウェイ
は、Azure Service Bus によって、暗号化されたチャネル上のオンプレミス ソースからの
データを中継します。すべてのトラフィックは、ゲートウェイ エージェントからのセキュ
アな送信トラフィックとして発生します。詳しくは、データ ゲートウェイの動作を参照し
てください。

•

Azure API Management
Azure API Management には、サイト間 VPN、オンプレミス システムとのセキュアなプ
ロキシーおよび通信のための Azure ExpressRoute 統合など、オンプレミス接続のオプ
ションがあります。Logic App Designer で、ワークフロー内で Azure API Management
から公開されている API を迅速に選択でき、オンプレミス システムに迅速にアクセスで
きます。
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Event Grid リソースの保護
簡単に言えば、Azure Event Grid は、ある場所からある場所へイベントを発生させるサービスです。
Event Grid は、サブスクリプション、リソース グループ、リソース レベルで、Azure サービスから
発生するイベントをサポートします。Event Grid を使用して、イベントベース アーキテクチャでアプ
リケーションを構築できます。Event Grid には、3 つのタイプの認証があり、認証の各レベルでセキュ
アでなければなりません。
Azure Event Grid は、さまざまなセキュリティ制御を提供します。
•

役割ベースのアクセス制御は、企業内での職務能力、権限、責任に従って定義される規制の
方式です。Event Grid リソースに対するセキュリティは、RBAC によって管理されます。
アクセス権は、すべての Azure リソースに適用されるファイルの変更、作成、閲覧など、
特定のタスクを実行するために個別ユーザーに付与されます。

•

Webhook 検証。Webhook は、Azure Event Grid からイベントを受け取る方法の 1 つ
です。新規の Webhook は、Event Grid に登録する必要があります。Event Grid は、エ
ンドポイントの所有権を証明するための簡単な検証コードとともに POST 要求を送信し
ます。
HTTPS Webhook のみがサポートされていることに注意してください。イベントへの新規
サブスクリプションには、必要なリソースに対する
"Microsoft.EventGrid/EventSubscriptions/Write" 権限が必要です。

•

共有アクセス署名は、ユーザー名とパスワードのスキームと同様に使用され、クライアント
は、承認ルール名とマッチング キーを即座に所有します。クライアントは、イベントをト
ピックにパブリッシュしたい際、SAS トークンまたはキー認証を使用する必要があります。
SAS トークンを使用して、一定時間 Event Grid の特定のリソースに対して付与するアク
セス権の範囲を決定することができます。
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リソース
GitHub リポジトリ
•

Azure Functions ホスト: Azure Functions ランタイム/ホスト。

•

Azure WebJobs SDK: Azure Functions ランタイムおよび多くのバインディングの "コ
ア"。

•

Azure WebJobs SDK 拡張: 多くのバインディングのリポジトリ。

•

Azure Functions Core Tools: Azure Functions のコマンドライン ツール。

•

Azure Functions UX: Azure Functions 開発ポータルの UX。

•

Azure Functions テンプレート: Azure Functions Portal、Visual Studio、Visual Studio
Code、その他の場所に表示されるテンプレート。

•

Azure Functions サンプル: ランタイムの動作に関するサンプルのリポジトリ。

•

Azure Functions VS Tooling: プリコンパイル済み関数の MSBuild タスク。

サンプル
•

サンプルのリスト

•

Azure Functions サンプル: Webhooks

•

Azure Functions サンプル: イベント処理

•

Azure Functions サンプル: Azure サービス
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