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自己紹介

名前：松本 照吾

所属：アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
プロフェッショナルサービス本部
セキュリティ コンサルタント

経歴：セキュリティコンサルタント （情報セキュリティ監査、ISMS、BCMS等）

好きなAWSサービス：プロフェッショナルサービス
リスクとコンプライアンスホワイトペーパー



本資料では2016年7月13日時点のサービス内容および価格についてご説明しています。
最新の情報はAWS公式ウェブサイト(http://aws.amazon.com)にてご確認ください。

資料作成には十分注意しておりますが、資料内の価格とAWS公式ウェブサイト記載の価
格に相違があった場合、AWS公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます。

内容についての注意点

AWS does not offer binding price quotes.  AWS pricing is publicly available and is subject to change in 
accordance with the AWS Customer Agreement available at http://aws.amazon.com/agreement/.  Any 
pricing information included in this document is provided only as an estimate of usage charges for AWS 
services based on certain information that you have provided.  Monthly charges will be based on your actual 
use of AWS services, and may vary from the estimates provided.

価格は税抜表記となっています。日本居住者のお客様が東京リージョンを使用する場合、
別途消費税をご請求させていただきます。
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はじめに

• 本セミナーでは、AWS Certificate Managerを紹
介します

• サーバの証明書はなぜ必要なのかをご説明します

• AWS Certificate Managerの使いどころを例示し
ます
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Agenda

• サーバ証明書とは

• AWS Certificate Manager
（ACM）とは

• AWS Certificate Managerのポイント
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Agenda

• サーバ証明書とは

• AWS Certificate Manager
（ACM）とは

• AWS Certificate Managerのポイント
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“証明書”は、そもそも何をしてくれるのか？
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オマエハダレダ？



“自分が自分である”ことを、どうやって証明できるか
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自分であることを何かで提
示する

・知っていること
・持っているもの
・身体的な特徴など

第三者に評価してもらう



それぞれの脅威に対する必要な保護を行う必要がある

9

？

なりすまし
否認 盗聴

フィッシング

ID/パスワードでの認証、MFAデバイスなどの媒体etc…

“オマエハダレダ”を証明しなければいけないのは、双方である

コミュニケーションの基本は、“相手”がコミュニケーションをしたい
相手なのかをお互いが確認できることが必須である



証明書の役割は“自己の証明”だけではない
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• “秘密”の保護
• 情報を漏らさない、改ざん

の防止

• “否認”の防止
• 行われた行動がなりすまし

等によるものでないこと

メール、サーバとの通信など、利用される場面も様々となる



電子証明書：サーバやメール等において証明に使われる
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• ブラウザ等を介して、相手の“正し
さ”を証明する手段を与える

• 正当性の証明だけではなく、暗号
化通信により秘密を保護する機能
を与える。



SSLとTLS
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• SSL（Secure Sockets Layer）/TLS（Transport Layer 
Security：トランスポート層のプロトコルであり、デー
タを暗号化して送受信するためのもの（HTTPやFTPの通
信をセキュアに）

• SSLのバージョンアップにより、SSL3.0をもとに
TLS1.0が制定

• 実際にはTLSを利用していても、SSLの名称が普及して
いるため、一般にSSLサーバ証明書や、SSL/TLSサーバ
証明書と記述することが多い

• セキュリティの問題により、現在はSSL3.0の利用は非推
奨となり、より安全なバージョン利用が推奨される

• クレジットカード保護に関わるセキュリティ基準である
PCI DSSでは、SSLや初期のTLSは脆弱であり、セキュ
リティ対策として認めないことを明確にしている

暗号化通信に関
わる脆弱性など
は、サービスに
とって致命的に

なりうる



“証明”は階層構造で行われる
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• 相手の証明書の正当性を確認するには、
適切な組織によって証明されているかを
確認することになる

• 単一の機関がすべての証明を行うことは
現実的ではない。実際には必要な相手に
あわせて様々な組織が証明書を発行して
いる

• 証明書を発行した組織の適切性を階層的
に確認していくことで、最終的に正しさ
を確認できる



ルート認証局と電子証明書
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インターネットの世界では、電子証明書を発行する
組織を認証局（CA、Certificate Authorityもしくは
Certification Authority）と呼ぶ

下位のCAは上位のCAに認証をしてもらうことで、
その正当性を表明する

階層構造の最上位に位置する認証局をルート認証局
と呼ぶ

ルート認証局は自分自身に対して電子証明書を発行
する（厳格な審査に基づき信頼されたルートCAの証
明書はブラウザ等から確認ができる）



自己証明と証明書の信頼性
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• 他の認証局に任せず、自分で証明
書を発行し、自己証明をすること
は可能（所謂、“オレオレ証明
書”）

• しかし、この場合ルート証明書を
評価することが出来ないため、利
用者からすると“信頼できる証明”
にはならない



誰がどのように証明してくれるかは証明書の信頼性に関わる。

自己証明
 自分で認証局を立ててSSL/TLSサーバ証明書を発行する

ドメイン認証（DV）
 組織情報の確認などを受けることなくSSL/TLSサーバ証明書の発行が可能（発行されたSSL証明書

の属性には組織情報が記載されない）

組織認証 (OV) ：
 組織情報の審査を経てから発行（サイト運営者のなりすましを防ぎ、組織情報がSSL

証明書に記載）

拡張認証 (EV)：
 OVよりも厳格な審査を経て発効（ブラウザのアドレス欄がグリーンになる。）



一方で、SSL/TLSサーバ証明書の運用上の課題

17

• 証明書にかかるコスト
– サーバやドメインの数だけ証明書を

用意

• 運用にかかる負荷
– 発行等の手間

– 更新忘れ

• SEOの判断基準にも
– 利用しない場合に検索の順位低下も

より低コストかつ便利にSSL/TLSサーバ証明書の運用をしたい！



Agenda

• SSL/TLS証明書とは

• AWS Certificate Manager
（ACM）とは

• AWS Certificate Managerの効率的な使い方
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AWS Certificate Manager（ACM)とは
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• AWSのサービスに対して利用可能なSSL/TLSサーバ証明書サー
ビス（2048 ビットモジュールの RSA キーと SHA-256）

• AWS の各種サービスで使用するSSL/TLSサーバ証明書のプロビ
ジョニング、管理、およびデプロイを簡単に

• AWS Certificate Manager でプロビジョニングされた SSL/TLS
サーバ証明書は無料（お支払いいただくのは、アプリケーション
を実行するために作成した AWS リソースの料金のみ）



ACMはDV証明書
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• 自己証明
– 自分で認証局を立ててSSL/TLSサーバ証明書を発

行する

• ドメイン認証（DV）
– 組織情報の確認などを受けることなくSSL/TLSサーバ

証明書の発行が可能（発行されたSSL証明書の属性に
は組織情報が記載されない）

• 組織認証 (OV) ：
– 組織情報の審査を経てから発行（サイト運営者の

なりすましを防ぎ、組織情報がSSL証明書に記
載）

• 拡張認証 (EV)：
– OVよりも厳格な審査を経て発効（ブラウザのア

ドレス欄がグリーンになる。）

https://www.amazontrust.com/repository/証明書における暗号強度の違いなどではない。

https://www.amazontrust.com/repository/


利用可能なリージョン・サービス
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Northern Virginia
Oregon
Northern California
São Paulo
Ireland
Frankfurt
Singapore
Tokyo
Sydney
Seoul
Mumbai

(2017年7月13日現在）

• 対象となるサービスは次のとおり
• Elastic Load Balancing
• Amazon CloudFront
• Elastic Beanstalk（配下のELBに設定）

• 証明書のエクスポートやリージョン間での
コピーは出来ない

• 米国東部 (バージニア北部) リージョンでプ
ロビジョンされ、Amazon CloudFront ディ
ストリビューションに関連付けられた証明書
が、お客様のディストリビューションに設定
された地理的場所に配信される



料金以外のACMの利用メリット

証明書の更新とデプロイが自動化

 ACM により、安全なウェブサービスやアプリケー
ションに対する SSL/TLS の設定と維持が自動化さ
れるため、エラーが発生しやすい手動プロセスと比
較して、運用の信頼性が向上（証明書の期限切れに
よるダウンタイムがなくなる）

 SSL/TLS 証明書の購入、アップロード、および更新
という時間のかかるプロセスを手動で行う必要がな
くなる

複数環境での利用

 同じリージョンの複数の Elastic Load Balancing 
ロードバランサーや複数の CloudFront ディストリ
ビューションで同じ一枚の証明書を使用可能

CloudTrailへの対応

 活動の証跡を記録することが可能

Q: ACM による証明書の更新はいつ行わ
れますか?

ACM では、早い場合、証明書の有効期限
切れの 60 日前に更新プロセスが開始さ
れます。ACM により提供された証明書の
有効期間は、現在 13 か月です。

ACM による証明書やキーの更新や古
い証明書の差し替えは、事前の通知な
しに行われる可能性あり



実際に利用してみましょう
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事前準備
自分でドメインを取得していること

自分で取得しているドメイン宛の以下のメールを受け取れる環境であること

 ドメインに対する WHOIS クエリで返された連絡先情報を使用するそのドメインの登録者、技術
担当者、管理者の連絡先

 お客様によってリクエストされたドメイン名の前に以下を付加したメールアドレス

• admin@

• administrator@

• hostmaster@

• webmaster@

• postmaster@

• 5 つの特別な E メールアドレスは、“www” で始まるドメイン名またはアスタリスク (*) 
で始まるワイルドカード名で構成される（ “www” またはアスタリスクは除去される）

• Ex.) server.example.com の証明書をリクエストした場合、
admin@server.example.com等

• Ex.) www.example.com の証明書をリクエストした場合
admin@example.com等
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事前に取得しているドメインを追加する
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*を指定することで同じドメインの複数
サイトの保護が可能



複数ドメイン名、ワイルドカードドメイン名対応のメリット

一枚の証明書でサブドメインなどを含め
た証明書の利用が必要

 例えば、*.example.com というドメ
イン名を使用すると、
www.example.com、
images.example.com など、任意の
ホスト名 (一番左のサブドメイン) 
に .example.com が続くすべてのドメ
イン名を保護可能

 example.net、example.comといった
範囲としたいドメインを保護可能
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リクエストするリージョンに注意！
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リージョンによって利用できる
サービスが異なる



確認はEメールにより行われる
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Amazon Certificates

<no-reply@certificates.amazon.com>



確認はEメールにより行われる
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メールサーバがない場合には、Amazon Simple Email Service（SES）にて受信することも可能
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/ses/latest/DeveloperGuide/receiving-email.html

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/ses/latest/DeveloperGuide/receiving-email.html


確認のステータス
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Pending validation：ドメイン所有者か権限を受けた代表者が証明書リクエス
トを承認するまで

Issued：証明書リクエストに記載されているドメイン名がすべて承認された後、
証明書が発行（確認によって他のサービスで利用可能となる）

Failed ：何らかの理由で、ドメイン制御の検証プロセスに失敗した可能性があ
る。（マルウェアやフィッシングコンテンツが含まれると考えられるウェブリ
ソースのドメインが URL のリストに記載されている場合など）

→リクエストが失敗した理由を確認するには、
AWS サポートセンターにアクセスして、サポートケースを作成

Validation timed out：72時間以内に検証が行われなかった場合



CloudFrontにおける設定
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• Amazon CloudFrontを利用す
る場合は、米国東部（バージニ
ア北部）リージョンにて設定を
行う

• 米国東部 (バージニア北部) 
リージョンでプロビジョンされ、
Amazon CloudFront ディスト
リビューションに関連付けられ
た証明書が、お客様のディスト
リビューションに設定された地
理的場所に配信される



ELBやElastic Beanstalkにおける設定
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• 設定画面において任意の証明書
を選択

• 利用しないバージョン（SSL3.0
等の古いバージョン）は許可し
ないことが原則



Agenda

• SSL/TLS証明書とは

• AWS Certificate Manager
（ACM）とは

• AWS Certificate Managerのポイント
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ACMの制限や対応をしっかり押さえる
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あるアカウントを使ってプロビジョンできる
証明書のリージョンごとの最大数は 20 個

あるアカウントから発行できる証明書のリー
ジョンごとの最大数は 1 年で 20 個

 削除された発行済みの証明書を含む

証明書の取り消しを行いたい場合

証明書の内容変更がある場合

必要な場合は、AWSサポート
センターに上限緩和申請

validation-
questions[at]amazon.com
に E メールを送信

必要な場合は、AWSサポート
センターに問合せ



“常時SSL”が当たり前の時代に

通信のセキュリティは多くの組織にお
いて必須の対応事項

Google等はすべてのウェブサイトオー
ナーにHTTPSの利用を推奨（検索の上
位に）

実在認証（EV)や組織認証（OV)によ
る利用者への証明と組み合わせたサー
ビス環境の構築
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まとめ：AWS Certificate Managerとは
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• AWSのサービスに対して利用可能なSSL/TLSサーバ証明書サービス（2048 
ビットモジュールの RSA キーと SHA-256）

• AWS の各種サービスで使用するSSL/TLSサーバ証明書のプロビジョニング、
管理、およびデプロイを簡単に

• AWS Certificate Manager でプロビジョニングされた SSL/TLSサーバ証明書
は無料。（お支払いいただくのは、アプリケーションを実行するために作成し
た AWS リソースの料金のみ）

より手軽に、安価に、実効性のあるセキュリティ環境を！



参考資料

• AWS Certificate Manager メインページ:
– https://aws.amazon.com/jp/certificate-manager/

• FAQ:
– https://aws.amazon.com/jp/certificate-manager/faqs/

• メールの受信（Amazon Simple Email Service（SES））
– https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/ses/latest/DeveloperGuide/receiving-email.html
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https://aws.amazon.com/jp/certificate-manager/
https://aws.amazon.com/jp/certificate-manager/faqs/
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/ses/latest/DeveloperGuide/receiving-email.html


オンラインセミナー資料の配置場所

• AWS クラウドサービス活用資料集
– http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/

• AWS Solutions Architect ブログ
– 最新の情報、セミナー中のQ&A等が掲載されています

– http://aws.typepad.com/sajp/
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http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/
http://aws.typepad.com/sajp/


公式Twitter/Facebook
AWSの最新情報をお届けします

@awscloud_jp

検索

最新技術情報、イベント情報、お役立ち情報、
お得なキャンペーン情報などを日々更新しています！

もしくは
http://on.fb.me/1vR8yWm
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AWSの導入、お問い合わせのご相談

• AWSクラウド導入に関するご質問、お見積り、資料請
求をご希望のお客様は、以下のリンクよりお気軽にご相
談ください
https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/

※「AWS 問い合わせ」で検索してください40

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/

