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注意 

本書は、情報提供の目的のみのために提供されるものです。本書の発行時点における 

AWS の現行製品と慣行を表したものであり、それらは予告なく変更されることがあります。お

客様は本書の情報および AWS 製品の使用について独自に評価する責任を負うものとしま

す。これらの情報は、明示または黙示を問わずいかなる保証も伴うことなく、「現状のまま」提

供されるものです。本書のいかなる内容も、AWS、その関係者、サプライヤー、またはライセン

サーからの保証、表明、契約的責任、条件や確約を意味するものではありません。お客様に

対する AWS の責任は、AWS 契約により規定されます。本書は、AWS とお客様の間で行

われるいかなる契約の一部でもなく、そのような契約の内容を変更するものでもありません。 
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要約 

AWS Key Management Service (AWS KMS) は、暗号化キーの生成とその運用をクラウ

ド規模で実現します。AWS KMS のキーと機能は、他の AWS クラウドサービスで使用され、

アプリケーション内のユーザーデータを保護するために使用できます。このホワイトペーパーでは、

AWS KMS を使用する場合に AWS 内で実行される暗号化操作について詳細に説明します。 
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序文 

AWS KMS は暗号化キーを作成および管理するために使用することができ、データを保護す

るための暗号化サービスプロバイダーとして動作するシンプルなウェブサービスインターフェイスを

提供します。AWS KMS では、一元化した管理と監査により AWS 全体にわたり顧客キーに

一貫性を与えるために、従来のキー管理サービスを AWS と統合しています。このホワイトペー

パーでは、このサービスにより提供される機能を評価する上で役立つ AWS KMS の暗号化操

作の詳細な説明を示します。 

 

AWS KMS では、簡単に使用できるウェブインターフェイスの AWS マネジメントコンソール、コマ

ンドラインインターフェイス、および柔軟でマルチテナント、強化されたセキュリティをもつアプライア

ンス (HSA) にアクセスするための RESTful API を備えています。お客様はマスターキーの下に、

独自の HSA ベースの暗号化コンテキストを確立することができます。これらのキーは、HSA で

のみアクセスでき、アプリケーションデータキー (マスターキーの下で暗号化されたキー) の発行を

含む HSA 常駐の暗号化操作を実行するために使用できます。複数のマスターキーを作成す

ることができ、それぞれが keyId で表される HSA ベースの顧客マスターキー (CMK) によって

識別されます。AWS KMS コンソールを使用して、マスターキーを管理・使用するユーザーを定

義するポリシーを作成してキーにアタッチすることにより、アクセス制御を定義できます。これによ

り、API ごとにキーにアプリケーション固有の使用を定義できます。 
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図 1: AWS KMS のアーキテクチャ 

 

AWS KMS は階層型サービスで、ウェブ向け KMS ホストと HSA の階層から構成されていま

す。これらの階層化されたホストのグループは、AWS KMS スタックを形成します。AWS KMS 

へのすべてのリクエストは、Transport Layer Security (TLS) プロトコル経由で発信され、

AWS KMS で終端されます。AWS KMS ホストは、完全な前方秘匿性 (PFS) を持つ暗号

化スイートでのみ TLS を許可します。AWS KMS ホストは、HSA を通じてこれらのリクエスト

を満たすために、このホワイトペーパー内で定義されているプロトコルと手順を使用します。

AWS KMS は、AWS Identity and Access Management (IAM) を含むその他すべての 

AWS API で使用可能なものと同じ認証とポリシー メカニズムを使用して、顧客のリクエストを

認証し、許可します。 

 

設計目標 

AWS KMS は次の要件を満たすように設計されています。 

 

耐久性: 暗号化キーの耐久性は、AWS の最高の耐久性と等しくなるように設計されていま

す。単一の暗号化キーは、長期間蓄積された大量の顧客データを暗号化できます。ただし、

キーを喪失すると、そのキーで暗号化されたデータは取り出せなくなります。 
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Quorum ベースのアクセス: いかなる Amazon 従業員も CMK にアクセスすることはできま

せん。プレーンテキストの CMK をエクスポートするメカニズムはありません。暗号キーの機密性

が不可欠です。 

 

アクセス制御: キーの使用は、お客様が定義し管理するアクセス制御ポリシーにより保護され

ます。 

 

低レイテンシーかつ高スループット: AWS KMS は、AWS の他のサービスで適切に使用でき

るレベルのレイテンシーとスループットで暗号化処理を行います。 

 

リージョンの独立性：AWS では、顧客データのリージョンの独立性を提供します。キーの使

用は AWS リージョン内に隔離されています。 

 

乱数のセキュアなソース: 強力な暗号化は真に予測できない乱数生成に依存しているため、

AWS は高品質の乱数ソースを提供します。 

 

監査: AWS は、暗号化キーの使用を AWS CloudTrail ログに記録します。お客様は AWS 

CloudTrail のログを使用して、暗号化キーの使用を検査することができます。これには、

AWS サービスがお客様になり代わって行う暗号化キーの使用も含まれます。 

 

これらの目標を実現するために、AWS KMS システムには、「ドメイン」を管理する一連の 

KMS オペレーターとサービスホストオペレーター (総称して「オペレーター」) を含みます。ドメイン

はリージョンごとに定義された一連の AWS KMS サーバー、HSA、オペレーターです。 

各エンティティには、アクションを認証するために使用されるプライベートキーとパブリックキーのペ

アを含むハードウェアトークンがあります。HSA には HSA-to-HSA コミュニケーションを保護す

るための暗号化キーを確立する追加のプライベートキーとパブリックキーのペアがあります。 

 

このホワイトペーパーでは、AWS KMS がお客様の暗号化キーを保護し、暗号化するその他
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のデータを保護する方法について説明しています。このドキュメントでは、暗号化キーまたは暗

号化するデータを「機密」または「機密資料」と呼びます。 

 

背景情報 

このセクションでは、暗号化の基本とそれらが使用される場所について説明します。さらに、

AWS KMS の基本的な要素について紹介します。 

 

暗号化の基本 

AWS KMS では、システムを 1 つのアルゴリズム、またはモードから別のものに簡単に移行でき

るように、設定可能な暗号化アルゴリズムを使用しています。最初の暗号化アルゴリズムのデ

フォルトセットは、安全性とパフォーマンスから、連邦情報処理規格 (Federal Information 

Processing Standards/FIPS 承認のアルゴリズム) から選択されました。 

 

エントロピーと乱数生成 

AWS KMS キー生成は、専用の HSA で実行されます。これらは、複数の論理的テナントの

間で物理的デバイスを共有するハイパーバイザーなど、仮想化レイヤーなしの物理デバイスで

す。HSA はハイブリッド乱数生成機能を実装します。最初の暗号として安全な疑似乱数生

成機能 (CSPRNG) はシステムエントロピーでシードされ、追加のエントロピーで定期的に更

新されます。暗号化マテリアルが必要な場合、このハイブリッド乱数生成機能が使用されます。 

 

暗号化 

HSA 内で使用されるすべての対称キー暗号化コマンドは、高度暗号化規格 (AES) [7] で 

256 ビットキーの Galois Counter Mode (GCM) [9] を使用します。復号するための同様の

コールでは、逆関数を使用します。 
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AES-GCM は、認証済み暗号化方式です。プレーンテキストの暗号化による暗号文の生成

に加えて、暗号文と追加データの認証タグを計算し、認証が必須となるようにします (補足認

証データ、AAD)。認証タグは、データが意図されたソースからのものであり、暗号文および 

AAD が変更されていないことを保証するのに役立ちます。 

 

しばしば、AWS では特にデータキーの暗号化に言及する際に、AAD の説明を省くことがあり

ます。これらのケースの周囲のテキストから、暗号化されるべき構造が、暗号化されるプレーン

テキストと保護されるクリアテキスト AAD の間で区切られることが暗示されます。 

ImportKeyMaterial オペレーションにより、お客様はキーマテリアルを AWS KMS にインポー

トすることができます。このキー情報は、RSAES-PKCS1-v1_5 または RSAES-OAEP [13] を

使用して暗号化されます。RSA キーペアは HSA で生成されます。インポートされたキーマテリ

アルは HSA 上で復号され、データストレージレイヤーに保管する前に、AES-GCM の下で暗

号化されます。 

 

デジタル署名 

AWS KMS で使用されるデジタル署名スキームは 2 つあります。楕円曲線署名アルゴリズム 

(ECDSA) と RSA です。すべてのサービスホストエンティティには、デジタル署名アルゴリズム楕

円曲線 (ECDSA) キーペアがあります。それらは、連邦情報処理規格の出版物、FIPS PUB 

180-4 [5] (SHA384 と呼ばれる) で定義された安全なハッシュアルゴリズムを使用して、暗号

化メッセージ構文 (CMS) での楕円曲線暗号化 (ECC) アルゴリズムの使用 (CMS) [14] と 

X9.62-2005: 金融サービス業界のパブリックキー暗号化: 楕円曲線デジタル署名アルゴリズ

ム (ECDSA) [3] の定義に従って、ECDSA を実行します。キーは、曲線 secp384r1 

(NIST-P384) [15] で生成されます。 

 

AWS KMS オペレーターのエンティティは、RSA-PSS 署名 [13] SHA256 [5] を使用する 

RSA-2048 キーペアを使用します。 
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デジタル署名は、AWS KMS とオペレーターの間のコマンドと通信を認証するために使用され

ます。ここではキーペアを (d, Q)、署名オペレーションを Sig = Sign(d, msg) とし、検証オペレ

ーションを Verify(Q, msg, Sig) として表します。これにより、成功または失敗の表示が返され

ます。 

 

そのパブリックキー Q によりエンティティを表すことが便利なことがよくあります。このような場合、

識別子や役割などの識別情報にはパブリックキーが付属しています。 

 

キーの確立 

AWS KMS では 2 種類の方法でキーを確立します。1 つ目は、個別の対数暗号化を使用し

たペア式キーの推奨 (改訂 2) [11] で C(1, 2, ECC CDH) として定義されています。このスキ

ームには静的署名キーをもつイニシエータがあり、静的な ECDH 合意キーを持つ 2 番目の受

信者を対象とした一時的な楕円曲線 Diffie-Hellman (ECDH) キー確立方法を生成して

署名します。この方法では、ECDH を使用する 1 つの一時キーと 2 つの静的キーを使用しま

す。これはラベル C(1, 2, ECC CDH) の派生物です。この方法では、ワンパス ECDH と呼ば

れることもあります。 

 

2 つ目のキーの確立方法は、C(2, 2, ECC, CDH) [11] です。このスキームでは、両者は静的

署名キーをもち、一時 ECDH キーを生成、署名、および交換します。この方法では、ECDH 

を使い、ラベル C(2, 2, ECC CDH) の派生となる 2 つの静的キーと 2 つの一時キーを使用し

ます。この方法は、ECDH 一時または ECDHE と呼ばれることもあります。すべての ECDH 

キーは、曲線 secp384r1 (NIST-P384) [15] で生成されます。 

 

エンベロープ暗号化 

多くの暗号化システム内で使用される基本的な構造は、エンベロープ暗号化です。エンベロー

プ暗号化では、メッセージを保護するために、2 つ以上の暗号化キーを利用します。通常、キ

ーの 1 つが長期的な統計キー k から派生し、キーの 1 つはメッセージの暗号化のために生成さ
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れるメッセージごとのキー msgKey です。エンベロープ は、メッセージ ciphertext = 

Encrypt(msgKey, message) の暗号化により形成され、長期的な静的キー encKey = 

Encrypt(k, msgKey) でメッセージキーを暗号化し、2 つの値 (encKey, ciphertext) を 1 つ

の構造またはエンベロープ暗号メッセージにパッケージ化します。 

 

受領者は k にアクセスし、まず暗号キーを復号してから、メッセージを復号することによりエンベ

ロープメッセージを開くことができます。 

 

AWS KMS では、これらのより長い静的キーを管理し、顧客データのエンベロープ暗号化のプ

ロセスを自動化する機能を提供します。 

 

AWS KMS は、エンベロープ暗号化を内部的に使用して、サービスエンドポイント間の機密情

報を保護します。 

 

AWS Encryption SDK for Java [16] は、データを保護するために使用できるクライアント側

エンベロープ暗号化ライブラリと、そのデータを暗号化するために使用される暗号化キーを提供

します。 

 

基本概念 

このセクションでは、このホワイトペーパーで詳述されているいくつかの基本的な AWS KMS の

概念を紹介します。 

 

カスタマーマスターキー (CMK): 顧客のキー階層の最上部を表す論理キー。CMK は 固

有のキー識別子、または keyID を含む Amazon リソースネーム (ARN) が与えられます。 

 

エイリアス: ユーザーが使いやすい名前、またはエイリアスを、CMK に関連付けることができま

す。エイリアスは、AWS KMS API の多くで keyID と同じ意味で使用できます。 
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アクセス権限: キーのアクセス権限を定義する CMK にアタッチされているポリシー。デフォルト

のポリシーでは、ユーザー定義のプリンシパルを有効にするだけではなく、キーを参照する IAM 

ポリシーを追加するアカウントのルート ユーザーを有効にします。 

 

権限付与: 権限付与は、始め使用期間が不明な際に CMK の委任使用を許可することを

意図しています。権限付与の 1 つの使用法は、AWS サービス用に絞り込んだ権限を定義し、

本人からの直接署名 API コールなしで、本人の代わりにそのキーを使用して暗号データの非

同期作業を行います。 

 

データキー: CMK の下、HSA で生成された暗号化。AWS KMS では、認可されたエンティ

ティは CMK で保護されたデータキーを獲得することができます。それらは、プレーンテキスト (暗

号化されていない) データキーと暗号化データキーの両方として返すことができます。 

 

暗号文: AWS KMS の暗号出力は「顧客暗号文」と呼ばれます。また、意味が明白な場合

は単に「暗号文」とも呼ばれます。暗号文には、復号プロセスで使用する CMK を識別する追

加情報のある暗号化データが含まれます。 

 

暗号化コンテキスト: AWS KMS 保護情報に関連付けられた追加情報のキー値ペアマップ。

AWS KMS は、認証された暗号化を使用してデータキーを保護します。暗号化コンテキスト

は、AWS KMS で暗号化された暗号文で認証された暗号化の追加認証データ (AAD) に

組み込まれます。このコンテキスト情報はオプションであり、キー (または暗号化オペレーション) 

の要求時には返されませんが、使用された場合、このコンテキスト値は復号操作の完了のた

めに必要です。暗号化コンテキストの使用目的は、ポリシーを実施するために使用される追加

の認証情報を提供し、AWS CloudTrail ログに含めることです。たとえば、{"key 

name":"satellite uplink key"} のキー値ペアは、データキーを指名するために使用できます。

その後、キーが使用されるたびに、“キー名”：“satellite uplink key”を含む AWS 
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CloudTrail エントリが作成されます。この追加情報は、特定のマスターキーが使用された理

由を理解するのに役立つコンテキストを提供します。 

 

顧客のキー階層 

顧客のキー階層は、最上位の論理キー、CMK で始まります。CMK は、最上位のキーマテリ

アルのコンテナを表し、ARN を使用して AWS サービス名前空間内で固有に定義されます。

ARN には、固有に生成されたキー識別子、CMK の keyID が含まれます。CMK は、ユーザ

ーからの要求に基づいて AWS KMS を通じて作成されます。要求を受け付けた時点で、

AWS KMS は、CMK コンテナに配置される最初の HSA バッキングキー (HBK) の作成を要

求します。HSA 常駐のみのキーは赤色で記します。当社はかかる HSA 常駐のみのキーのす

べてを表します。HBK はドメイン内の HSA 上で生成され、プレーンテキストで HSA からエク

スポートされることが決してないように設計されています。その代わりに、HBK は HSA が管理

するドメインキーの下で暗号化されてエクスポートされます。これらのエクスポートされた HBK 

は、エクスポートされたキートークン (EKT) と呼ばれます。 

 

この EKT は、耐久性が高く、低レイテンシーのストレージにエクスポートされます。顧客は論理

的な CMK に ARN を受け取ります。これは顧客のキー階層の最上位、また暗号化コンテキ

ストを表します。アカウント内に複数の CMK を作成し、他の AWS 名前付きリソースと同様に 

CMK 上にポリシーを設定することができます。 

 

特定の CMK の階層内で、HBK は CMK の 1 つのバージョンと考えることができます。顧客が 

AWS KMS を通じて CMK をローテーションする場合、CMK のアクティブ HBK として CMK 

に関連付けられた新しい HBK が作成されます。古い HBK は保存されており、以前に保護

された情報の復号と検証に使用できますが、アクティブな暗号キーだけを使用して新しい情報

を保護することができます。 

  



14/ ページ 48 

アマゾン ウェブ サービス - AWS KMS 暗号化の詳細 2016 年 8 月 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 2: CMK 階層 

 

AWS KMS を通じて CMK を使用して情報の直接保護を要求したり、CMK の下で保護さ

れた追加の HSA 生成キーを要求したりすることができます。これらのキーは、顧客データキー

または CDK と呼ばれます。CDK は、暗号化されたもの、プレーンテキストのもの、またはその

両方で返すことができます。CMK の下にあるすべての HSA 暗号化オブジェクト (顧客提供

データまたは HSA 生成のいずれか) は、AWS KMS を介した呼び出しを通じて HSA での

み復号できます。 

 

返された暗号文または復号されたペイロードは、AWS KMS 内に決して保管されません。こ

の情報の唯一のコピーは、AWS KMS への TLS 接続を通じて返されます。これはまた、代

理で AWS サービスにより行われた呼び出しにも適用されます。 

 

HSA が提供するスキームは現在、直接暗号化と対称キー認証方式をサポートしています。

このアーキテクチャにより、将来の拡張が可能となり、追加の暗号化サービスが提供されます。 

 

次の表に、キーの階層と特定のキーのプロパティをまとめています。 

 
 
 
 

. . . 

CMK 

EKT1 

EKT2 

CDK1 

CT1 

CDK2 

CT2 

CDKn 

CTn 

HBK1 ... 

耐久性の高いストレージ HSA 

... 

DomainKey 

HBK2 HBKn HBKn+1 
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キー 説明 ライフサイクル 

ドメインキー HSA バッキングキーをラップするために使用される HSA 

のメモリ内の 256 ビット AES-GCM キー。 

毎日ローテーション 1 

HSA バッキングキー カスタマーデータキーを保護するために使用される HSA 

のメモリー内の 256 ビットの対称キー。ドメインキーの下

に暗号化されて保存されます 

毎年ローテーション 2 (オプショ

ン設定) 

カスタマーデータキー HSA からプレーンテキストと暗号文でエクスポートされ、

HSA バッキングキーの下で暗号化され、TLS チャネルを

介して許可されたユーザーに返されるユーザー定義キー。 

アプリケーションによって制御さ

れたローテーションと使用 

 

ユースケース 

このホワイトペーパーでは、2 つのユースケースを紹介します。最初のユースケースでは、AWS 

KMS が Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームで CMK を使用してサーバー

側の暗号化を実行する方法を示します。2 番目のユースケースは、顧客がエンベロープ暗号化を

使用して AWS KMS でコンテンツを保護する方法を示すクライアント側のアプリケーションです。 

 

Amazon EBS ボリュームの暗号化 

Amazon EBS は、ボリューム暗号化を提供します。各ボリュームは AES-256-XTS [10] を

使用して暗号化されます。これには、2 つの 256 ビットのボリュームキーが必要で、1 つの 512 

ビットボリュームキーと考えることができます。ボリュームキーは、アカウントの CMK の下で暗号

化されています。Amazon EBS がボリュームを暗号化するには、アカウント内の CMK の下に

ボリュームキー (VK) を生成するアクセス権が必要です。これを行うには、データキーの作成や、

これらのボリュームキーを暗号化し復号する CMK へのグラントを Amazon EBS に提供しま

す。これにより、Amazon EBS は AWS KMS で CMK を使用して AWS KMS 暗号化ボリ

ュームキーを生成します。 
 

1 AWS KMS キーは、ドメインの管理と構成タスクを考慮に入れて、ドメインキーのローテーションを最大週単位

で行う場合があります。 

2 代理で AWS KMS によって作成および管理されるデフォルトのサービスマスターキーは、3 年ごとに自動的にロ

ーテーションされます。 
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1 

GenerateDataKey 

(CMK) 

4 2 

3 

EC2 インスタンス 

VK 
Decrypt(enc) 

KMS サービス 

 

EBS ボリューム

の暗号化された 

VK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3: AWS KMS キーを使用した Amazon EBS ボリューム暗号化 

 

EBS ボリュームに書き込まれるデータを暗号化するための基本的な手順は、次のとおりです。 

 
1. Amazon EBS は、TLS セッションで AWS KMS を通じて CMK の下で暗号化され

たボリュームキーを取得し、ボリュームメタデータと伴に暗号化されたキーを保存します。 

2. EBS ボリュームがマウントされると、暗号化されたボリュームキーが取得されます。 

3. TLS で AWS KMS を呼び出し、暗号化されたボリュームキーを復号します。AWS 

KMS は CMK を識別し、フリート内の HSA に対して暗号化されたボリュームキーの

復号を要求し、そのボリュームキーを TLS セッションでインスタンスを含む Amazon 

Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ホストに返します。 

4. ボリュームキーは、接続された EBS ボリュームとの間でやり取りされるすべてのデータの

暗号化と復号に使用されます。Amazon EBS は、メモリ内のボリュームキーが使用

できなくなった場合に使用するために、暗号化されたボリュームキーを保持します。 
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エンベロープ暗号化 

AWS Encryption SDK [16] には、AWS KMS の CMK を使用してエンベロープ暗号化を

実行するための API が含まれています。完全な推奨事項と使用方法の詳細については、

関連ドキュメント [16] を参照してください。クライアントアプリケーションは、AWS Encryption 

SDK を使用して、AWS KMS を使用してエンベロープの暗号化を実行できます。 

 

 

クライアントアプリケーションは、次の手順を実行できます。 

 
1. CMK の下で新規データキーを要求します。暗号化されたデータキーとそのプレーンテ

キストバージョンが返されます。 

2. AWS Encryption SDK では、プレーンテキストデータキーを使用してメッセージを暗

号化し、プレーンテキストデータキーをメモリから削除します。 

3. 暗号化されたデータキーと暗号化されたメッセージは、1 つの暗号文バイトアレイに結

合されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
// Instantiate the SDK 

final AwsCrypto crypto = new AwsCrypto(); 

// Set up the KmsMasterKeyProvider backed by the default credentials 

final KmsMasterKeyProvider prov = new KmsMasterKeyProvider(keyId); 

// Do the encryption 

final byte[] ciphertext = crypto.encryptData(prov, message); 
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暗号化されたキー キー 

暗号化されたキー 暗号化されたメッセージ 

GenerateData 

Key(CMK) 

「Hello World!」 

1 
2 

暗号化 

KMS サービス 3 

「Hello World!」のエンベロープ暗号化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4: AWS Encryption SDK エンベロープ暗号化 

 

エンベロープ暗号化メッセージは、元々暗号化されたメッセージを取得するために復号機能

を使用して復号することができる。 

 
 

 

 
 

1. AWS Encryption SDK は、エンベロープで暗号化されたメッセージを解析して暗号

化されたデータキーを取得し、AWS KMS にデータキーの復号を要求します。 

2. AWS Encryption SDK は、AWS KMS からプレーンテキストデータキーを受け取り

ます。 

 
final AwsCrypto crypto = new AwsCrypto(); 

final KmsMasterKeyProvider prov = new KmsMasterKeyProvider(keyId); 

// Decrypt the data 

final CryptoResult<byte[], KmsMasterKey> res = 

crypto.decryptData(prov, ciphertext); 

// We need to check the master key to ensure that the 

// assumed key was used 

if (!res.getMasterKeyIds().get(0).equals(keyId)) {  

throw new IllegalStateException("Wrong key id!"); 

} 

byte[] plaintext = res.getResult(); 
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3. 次に、データキーを使用してメッセージを復号し、最初のプレーンテキストを返します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5: AWS Encryption SDK エンベロープ復号 

 

カスタマーマスターキー 

CMK とは、1 つまたは複数の HBK を参照する論理キーを指します。CreateKey API の呼

び出しの結果として生成されます。 

 

CreateKey 要求の構文は次のとおりです。 

 

 

要求は JSON 形式の次のデータを受け付けます。 

 
Optional Description: キーの説明。キーがタスクに適しているかどうかを判断するのに

役立つ説明を選択することをお勧めします。 

 
{ 

"Description": "string", 

"KeyUsage": "string", 

“Origin”: “string”; 

"Policy": "string" 

} 

キー 

暗号化されたキー 暗号化されたメッセージ 

1 

Decrypt(enc) 

3 

2 
復号 

KMS サービス 

「Hello World」のエンベロープ復号 

 
「Hello World!」 
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Optional KeyUsage: キーの使用目的を指定します。現在、このデフォルトは

「ENCRYPT/DECRYPT」に設定され、対称暗号化と復号のみがサポートされています。 

 

Optional Origin: CMK のキーマテリアルのソースです。デフォルトは「AWS_KMS」です。

デフォルト値「AMS_KMS」に加えて、値「EXTERNAL」は HBK なしで CMK を作成する

ために使用される場合があり ます。EXTERNAL の使用についての詳細は、インポートされ

たマスターキーに関する次のセクションで説明しています。 

 

Optional Policy: キーに添付するポリシー。ポリシーが省略されている場合は、AWS 

KMS 権限を持つ IAM ユーザーのみならず、そのアカウントを管理するルートアカウントを有

効にするデフォルトのポリシー (下記) でキーが作成されます。 

 

ポリシーの詳細については、

「http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/key-policies.html」を

参照してください。 

 

呼び出しはキー識別子をもつ ARN を含む応答を返します。 

 

 
 

基準点が AWS‗KMS の場合、ARN が作成された後で、AWS_KMS HSA への要求がこ

の CMK keyID に関連付けられている 256 ビットキー HBK のプロビジョニングを行うための認

証セッションを通じて行われます。これは HSA 上でのみ生成することができ、プレーンテキスト

で HSA 境界外に決してエクスポートされないように設計されています。HSA 上に HBK が生

成され、現在のドメインキー DK0 で暗号化されてエクスポートされます。これらの暗号化され

た HBK を EKT と呼びます。HSA はさまざまなキーラッピング方法を使用するように構成でき

 

arn:aws:kms:<region>:<owningAWSAccountId>:key/<keyId> 

http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/key-policies.html
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ますが、現在の実装では、ガロアカウンターモード (GCM) における AES-256 [9] として知ら

れている認証された暗号化方式が使用されます。認証された暗号化モードの一部として、エ

クスポートされたクリアテキストの一部のキートークンメタデータを保護することができます。 

 

当社では、これを形式的には EKT = Encrypt(DK0, HBK) として表します。 

 
CMK とそれ以降の HBK には、CMK に設定されている認可ポリシーと関連する HBK の

暗号保護機能の 2 つの基本的な保護方法があります。残りのセクションでは、AWS KMS 

で使用される暗号化保護と管理機能のセキュリティについて説明します。 

 

ARN に加えて、キーのエイリアスを作成することによって、顧客フレンドリーな名前を CMK に

関連付けることができます。エイリアスが CMK に関連付けられると、エイリアスは ARN の代

わりに使用できます。 

 

CMK の使用に関する複数のレベルの認証があります。AWS KMS では、暗号化されたコン

テンツと CMK の間で別々の認証ポリシーを使用できます。たとえば、Amazon S3 バケット

上の AWS KMS エンベロープ暗号化 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 

オブジェクトはポリシーを継承し、必要な暗号化キーへのアクセスは CMK のアクセスポリシー

によって決定されます。 

 

AWS KMS の認証と許可ポリシーに関する最新情報については、

http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/control-access.html 

を参照してください。 

 

インポートされたマスターキー 

AWS KMS は、HBK に使用されている暗号化マテリアルをインポートするためのメカニズムを

提供します。このホワイトペーパーの「Customer Master Keys」のセクションで説明したように、

http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/control-access.html
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基準点を EXTERNAL に設定して CreateKey コマンドを使用すると、基礎の HBK がない

論理 CMK が作成されます。暗号化マテリアルは、ImportKeyMaterial API を使用してイ

ンポートする必要があります。この機能により、顧客は暗号化されたマテリアルのキーの作成と

耐久性を管理できます。この機能のユーザーは、その環境内でこれらのキーの処理と耐久性

にかなり注意することをお勧めします。マスターキーをインポートするための詳細と推奨事項の

詳細は、https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/importing- 

keys.html を参照してください。 

 

GetParametersForImport 

インポートされたマスターキーのキーマテリアルをインポートする前に、顧客はキーをインポート

するために必要なパラメーターを取得する必要があります。 

 

以下に示しているのは GetParametersForImport 要求の構文です。 

 

 

KeyId: CMK の固有のキー識別子です。この値には、グローバルな固有識別し、ARN、ま

たはエイリアスを使用できます。 

 

WrappingAlgorithm: このアルゴリズムは、キーマテリアルを暗号化するときに使用しま

す。有効な値は「RSAES_OAEP_SHA256」、「RSAES_OAEP_SHA1」、または

「RSAES_PKCS1_V1_5」です。AWS KMS では、RSAES_OAEP_SHA256 を使用す

ることを推奨しています。キー管理インフラストラクチャがサポートするものに応じて、別のキー

ラッピングアルゴリズムを使用する必要がある場合があります。 

 
{ 

"KeyId": "string", 

"WrappingAlgorithm": "string", 

“WrappingKeySpec” : “string” 

} 
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WrappingKeySpec: 応答で返すラッピングキー (パブリックキー) のタイプ。RSA 2048 ビ

ットパブリックキーのみがサポートされています。唯一の有効な値は「RSA_2048」です。 

 

この呼び出しにより、AWS KMS ホストから HSA への要求が発生し、指定された CMK 

keyId の HBK インポートに使用する新しい RSA 2048 ビットのキーペアが生成されます。プ

ライベートキーは保護され、ドメインの HSA メンバーのみがアクセスできます。 

 

成功した呼び出しでは、次の値を返します。 

 

 

ImportToken: キーマテリアルを正しくインポートすることを保証するメタデータを含むトーク

ン。この値を保管し、その後の ImportKeyMaterial 要求で送信します。 

 

KeyId: 後でキーマテリアルをインポートするときに使用する CMK。これは、要求で指定され

た CMK と同じです。 

 

PublicKey: キーマテリアルを暗号化するために使用するパブリックキー。パブリックキーは、

RSAPublicKey の ASN.1 DER エンコーディングである PKCS＃1 [13] のセクション A.1.1 

で指定されているようにエンコードされます。ASN.1 シーケンスとしての 2 つの整数の ASN.1 

エンコーディングです。 

 
 

 
{ 

"ImportToken": blob, 

"KeyId": "string", 

"PublicKey": blob, 

"ValidTo": number 

} 
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ValidTo: インポートトークンとパブリックキーの有効期限が切れる時間。これらの項目は、

24 時間有効です。24 時間以内に後続の ImportKeyMaterial 要求に使用しない場合

は、新しいものを取得する必要があります。同じ応答からのインポートトークンとパブリックキー

を一緒に使用する必要があります。 

 
 

ImportKeyMaterial 

ImportKeyMaterial は、HBK のために必要な暗号化マテリアルをインポートします。暗号

化マテリアルは、256 ビット対称キーである必要があります。最新の 

GetParametersForImport 要求から返されたパブリックキーの下で WrappingAlgorithm 

で指定されたアルゴリズムを使用して暗号化する必要があります。 

 

ImportKeyMaterial は以下の引数を取ります。 

 

 

EncryptedKey: 暗号化キーマテリアル。以前の GetParametersForImport 要求で

指定したアルゴリズムと、そのリクエストに対する応答で受け取ったパブリックキーを使用して、

キーマテリアルを暗号化します。 

 

ExpirationModel: キーマテリアルの期限切れになるかどうかを指定します。この値が 

KEY_MATERIAL_EXPIRES の場合、ValidTo パラメーターには有効期限が含まれてい

る必要があります。この値が KEY_MATERIAL_DOES_NOT_EXPIRE の場合は、

 
{ 

"EncryptedKey": blob, 

"ExpirationModel": "string", 

"ImportToken": blob,  

"KeyId": "string",  

"ValidTo": number 

} 
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ValidTo パラメーターを含めないでください。有効な値は「KEY_MATERIAL_EXPIRES」

と「KEY_MATERIAL_DOES_NOT_EXPIRE」です。 

 

ImportToken: 以前の GetParametersForImport 応答で受け取ったインポートトーク

ン。キーマテリアルの暗号化に使用したパブリックキーを含む同じ応答からインポートトークンを

使用します。 

 

KeyId: キーマテリアルをインポートする CMK。CMK の基準点は EXTERNAL で

なければなりません。 

 

オプションの ValidTo: インポートされたキーマテリアルが期限切れになる時刻。キーマテリア

ルが期限切れになると、AWS KMS はキーマテリアルを削除し、CMK は使用できなくなりま

す。ExpirationModel が KEY_MATERIAL_DOES_NOT_EXPIRE に設定されている

場合は、このパラメーターを省略する必要があります。それ以外の場合は必須です。 

 

成功すると、CMK は指定された有効期限まで AWS KMS 内で使用できるようになります。

インポートされた CMK の有効期限が切れると、EKT はストレージレイヤーから削除されます。

また、DeleteImportedKeyMaterial を使用して直接削除することもできます。 

 

キーの有効化と無効化 

CMK を有効化または無効化する機能は、キーのライフサイクルとは別です。これはキーの実

際の状態を変更するのではなく、CMK に結びついたすべての HBK を使用する機能を停止

します。これらは CMK の keyID だけをとる単純なコマンドです。 
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図 6: AWS KMS CMK ライフサイクル 3 

 
 

キーの削除 

顧客は CMK と関連するすべての HBK を削除できます。これは本質的に破壊的な操作で

あり、KMS からキーを削除するときは注意が必要です。AWS KMS は、CMK を削除すると

きに 7 日間の最小待ち時間を強制します。待機期間中、キーは保留削除を示すキーの状

態をもつ無効状態になります。暗号操作にキーを使用するすべての呼び出しは、失敗します。

CMK は ScheduleKeyDeletion API を使用して削除できます。これは以下の引数を取り

ます。 

 

 
 
 

 

3 EXTERNAL CMK のライフサイクルは異なります。インポート保留中の状態にでき、キーのローテーションは現

在利用できません。さらに、DeleteImportedKeyMaterial を呼び出すことによって待機期間を必要とせずに 

EKT を削除することができます。 

 
{ 

"KeyId": “string”, 

"PendingWindowInDays": number 

} 

 

削除のスケジュ

ールキー 

有効なキー 

ローテーション 

CreateKey 
キー 

世代 
アクティブ 削除されました 

非アクティブ化されま
した 
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KeyId: 削除する CMK の固有の識別子。この値を指定するには、固有のキー ID または 

CMK の ARN を使用します。 

 

オプションの PendingWindowInDays: 待機期間は、日数で指定されます。待機期

間が終了すると、AWS KMS は CMK とすべての関連する HBK を削除します。この値はオ

プションです。値を含める場合、7 ～ 30 日間の間でなければなりません。値を含まない場合、

デフォルトは 30 です。 

 

カスタマーマスターキー (CMK) のローテーション 

顧客は、CMK のローテーションを誘導できます。現在のシステムにより、顧客は CMK への

年間ローテーションスケジュールを選択することができます。CMK がローテーションすると、新し

い HBK が作成され、情報を保護するための新しいすべての要求のアクティブなキーとしてマ

ークされます。現在のアクティブなキーは無効化された状態に移行され、このバージョンの 

HBK を使用して暗号化された既存の暗号文の値を復号するために使用可能なままになり

ます。AWS KMS は CMK の下で暗号化された暗号文を保存しません。直接的な結果と

して、これらの暗号文の値で、非アクティブ化された HBK を復号する必要があります。これら

の古い暗号文は、ReEncrypt API を呼び出すことによって、新しい HBK に移動できます。 

 

シンプルな API 呼び出しを使用するか、AWS 管理コンソールを使用して、キーローテーショ

ンを設定できます。 

 

顧客データ オペレーション 

顧客が CMK を確立した後、それを使用して暗号操作を実行できます。要素が CMK の下

で暗号化されると、結果として得られるオブジェクトは顧客の暗号文になります。暗号文には、

追加の認証データとして認証された暗号化スキームで保護された暗号化されていないヘッダ
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ー (またはクリアテキスト) 部分と暗号化された部分の 2 つのセクションが含まれます。クリアテ

キスト部分には、HSA バッキングキー識別子 (HBKID) が含まれます。暗号文の値のこれ

らの 2 つの不変フィールドは、AWS KMS が今後、オブジェクトを復号できるようにします。 

 

アプリケーション固有のデータキー 

アプリケーション固有のデータキーを取得する要求を行うことができます。GenerateDataKey 

API を使用して、特定のタイプのデータキーまたは任意の長さのランダムキーに対する要求を

行うことができます。この API と他の例の簡略図を示します。完全な API の詳細な説明につ

いては、http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/APIReference/Welcome.html を

参照してください。 

 

以下に示しているのは、GenerateDataKey 要求構文を参照してください。 

 

 

要求は JSON 形式の次のデータを受け付けます。 

 
オプションの EncryptionContext: 名前：キーを使用する暗号化および復号プロセス

中に認証する追加データを含む値のペア。 

 

オプションの GrantTokens: キーを生成または使用するためのアクセス許可を与えるのに

使用できる許可を表す許可トークンのリスト。許可と許可トークンの詳細については、

 
{ 

"EncryptionContext": {"string" : "string"}, 

"GrantTokens": ["string"], 

"KeyId": "string", 

"KeySpec": "string", 

"NumberOfBytes": "number" 

} 

http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/APIReference/Welcome.html
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http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/control-access.html 

を参照してください。 

 

オプションの KeySpec: 暗号化アルゴリズムとキーサイズを識別する値。現在、これは 

AES_128 または AES_256 です。 

オプションの NumberOfBytes: 生成するバイト数を含む整数。 

 

AWS KMS は、コマンドを認証した後、CMK に関連する現在アクティブな EKT を取得しま

す。EKT は、AWS KMS ホストとドメイン内の HSA との間の保護されたセッションを通じて、

顧客提供の要求および暗号化コンテキストとともに HSA に渡されます。 

 

HSA では、次の操作を実行します。 

 
1. 要求されたシークレットマテリアルを生成し、揮発性メモリに保持します。 

2. 要求で定義された CMK の keyID と一致する EKT を復号し、アクティブな HBK = 

Decrypt(DKi, EKT) を得ます。 

3. HBK から 256 ビット暗号化キー K を決めます 。 

4. プレーンテキストの ciphertext = Encrypt(K, context, secret) を暗号化します。 

 
 
 

暗号文の値は顧客に返され、AWS インフラストラクチャのどこにも保持されません。暗号文と

暗号化コンテキストの所有と CMK を使用する権限がなければ、基礎となるシークレットを返

すことはできません。 

 

GenerateDataKey は、AWS KMS ホストと HSA ホスト間の安全なチャネルを介して顧客

にシークレット値と暗号文を返し、AWS KMS から TLS セッションを通じて顧客に返します。 

 

http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/control-access.html
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応答の構文を以下に示します。 

 

 
 

データキーの管理は、アプリケーション開発者に委ねられています。これらは任意の頻度でロ

ーテーションできます。さらに、データキー自体は、ReEncrypt API を使用して、異なる 

CMK またはローテーションされる CMK に再暗号化することができます。詳細については、下

記のリンク先を参照してください。

http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/APIReference/Welcome.html。 

 

暗号化 

AWS KMS の基本機能は、CMK の下でオブジェクトを暗号化することです。設計上、

AWS KMS は専用の HSA で低レイテンシーの暗号化操作を提供します。この結果、暗号

化関数への直接呼び出しで暗号化できるプレーンテキストの量には 4 KB の制限があります。

エンベロープ暗号化は、より大きなメッセージを暗号化するために使用されます。AWS KMS 

は、コマンドを認証した後、CMK に関連する現在アクティブな EKT を取得します。顧客の

提供するプレーンテキストおよび暗号化コンテキストとともに、EKT を AWS KMS ホストとド

メイン内の HSA と の間の認証されたセッションを介して、地域内の使用可能な HSA に渡

します。 

 

HSA は次の操作を実行します。 

 
1. EKT を復号して HBK = Decrypt(DKi, EKT) を取得します。 

 
{ 

"CiphertextBlob": "blob", 

"KeyId": "string", 

"Plaintext": "blob" 

} 

http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/APIReference/Welcome.html
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2. HBK から 256 ビット暗号化キー K を決めます。 

3. プレーンテキストの ciphertext = Encrypt(K, context, plaintext) を暗号化します。 

暗号文の値は顧客に返され、AWS インフラストラクチャのどこにも保持されません。暗号文と

暗号化コンテキストの所有と CMK を使用する権限がなければ、基礎となるプレーンテキスト

を返すことはできません。 

 

復号 

暗号文の値を復号する AWS KMS を呼び出すと、暗号化された値の暗号文と暗号化コン

テキストが受け入れられます。AWS KMS は、AWS 署名バージョン 4 の署名付きリクエスト 

を使用して呼び出しを認証し、暗号文からラッピングキーの HBKID を抽出します。HBKID 

は、暗号文、keyId、および keyId のポリシーを解読するために必要な EKT を取得するた

めに使用されます。要求は、キーポリシー、存在する可能性のある付与、および keyId を参

照する関連 IAM ポリシーに基づいて許可されます。復号機能は、暗号化機能に類似して

います。 

 

以下に示しているのは、Decrypt 要求構文です。 

 

 

要求パラメーターは次のとおりです。 

 
CiphertextBlob: メタデータを含む暗号文です。 

 

 
{ 

"CiphertextBlob": "blob",  

"EncryptionContext": { "string" : "string" }  

"GrantTokens": ["string"] 

} 



32/ ページ 48 

アマゾン ウェブ サービス - AWS KMS 暗号化の詳細 2016 年 8 月 
 

 

オプションの EncryptionContext: 暗号化コンテキスト。これが Encrypt 関数で指定

された場合は、ここで指定する必要があります。そうしないと、復号操作が失敗します。詳細

については、https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/encrypt-

context.html を参照してください。 

 

オプションの GrantTokens: 復号を実行するためのアクセス許可を与えるために使用で

きるグラントを表す許可トークンのリスト。 

 

暗号文と EKT は、復号のために HSA への認証されたセッションを介して、暗号化コンテキ

ストとともに送信されます。 

 

HSA は次の操作を実行します。 

 
1. EKT を復号して HBK = Decrypt(DKi, EKT) を取得します。 

2. HBK から 256 ビット暗号化キー K を決めます 。 

3. plaintext = Decrypt(K, context, ciphertext) を取得するために、暗号文を解読

する。 

 
 

 

結果の keyId とプレーンテキストは、安全なセッションを経て AWS KMS ホストに返され、

TLS 接続を介して呼び出し元の顧客アプリケーションに返されます。 

 

応答の構文を以下に示します。 

 

 
{ 

"KeyId": "string", 

"Plaintext": blob 

} 
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呼び出し元のアプリケーションがプレーンテキストの信頼性を保証したい場合は、返された 

keyId が期待どおりであることを確認する必要があります。 

 

暗号化されたオブジェクトを再度暗号化 

ある CMK で暗号化された既存の顧客暗号文は、再暗号化コマンドを使用して別の CMK 

に移動できます。クライアント側のキーのプレーンテキストを公開することなく、サーバー側のデ

ータを新しい CMK で暗号化し直します。データは、まず復号されてから暗号化されます。 

 

以下に示しているのは、要求構文です。 

 

 

要求は JSON 形式の次のデータを受け付けます。 

 
CiphertextBlob: 再暗号化するデータの暗号文。 

 
オプションの DestinationEncryptionContext: データが再暗号化されるときに使用

される暗号化コンテキスト。 

 

DestinationKeyId: データを再暗号化するために使用されるキーのキー識別子。 
 

オプションの GrantTokens: 復号を実行するためのアクセス許可を与えるために使用で

きるグラントを表す許可トークンのリスト。 

 
{ 

"CiphertextBlob":  "blob",  

"DestinationEncryptionContext": { "string" : "string" },  

"DestinationKeyId": "string", 

"GrantTokens": ["string"],  

"SourceEncryptionContext": { "string" : "string"} 

} 
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オプションの SourceEncryptionContext：CiphertextBlob パラメーターで指定され

たデータの暗号化と復号に使用される暗号化コンテキスト。 

 

このプロセスでは、前の説明の復号と暗号化が結合されます。顧客の暗号文は、顧客の暗

号化テキストで参照される最初の HBK の下で、2 番目の CMK の下で現在の HBK に復

号されます。このコマンドで使用されている CMK が同じ場合、このコマンドは顧客の暗号文

を HBK の旧バージョンから HBK の最新バージョンに移動します。 

 

内部コミュニケーションセキュリティ 

サービスホスト/KMS オペレーターと HSA との間のコマンドは、図-7 に示されたクォーラム署

名された要求方法と、HSA サービスホストプロトコルを使用する認証済みセッションの 2 つの

メカニズムによって保護されます。 

 

クォーラムで署名されたコマンドは、1 人のオペレーターが HSA によって提供される重要なセキ

ュリティ保護を変更できないように設計されています。認証されたセッションで実行されるコマン

ドは、許可されたオペレーターだけが暗号化キーを含む操作を実行できるようにし、すべての

顧客に属するシークレット情報が AWS インフラストラクチャ全体で保護されるようにします。 

 

HSA セキュリティ境界 

AWS KMS の内部セキュリティ境界は HSA です。HSA にはウェブベースの API は限られて

おり、運用状態には他のアクティブな物理インターフェイスはありません。動作中の HSA は、

初期化中に必要な暗号化キーでプロビジョニングされます。HSA の機密の暗号化マテリアル

は、揮発性メモリにのみ保存され、HSA が意図された、または意図しないシャットダウンまた

はリセットなど、動作状態から外れると消去されます。 
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HSA API は、個々のコマンドまたはサービス・ホストによって確立された相互認証された機密

セッションを通じて認証されます。 

 
 

 
 

図 7: HSA API 

 
 

クォーラム符号付きコマンド 

クォーラム符号付きコマンドは HSA にオペレーターによって発行されます。このセクションでは、

署名されたクォーラムベースのコマンドが作成され、認証される方法を説明します。これらのル

ールはかなり単純ですが、コマンド Foo ではロールバーの 2 人のメンバーが認証を受ける必

要があります。クォーラムベースのコマンドの作成と検証には、3 つの手順があります。最初の

ステップは最初のコマンド作成であり、2 つ目は追加のオペレーターが署名するための提出で

あり、3 つ目は検証と実行です。 

 

概念を導入する目的で、オペレーターのパブリックキーとロール {QOSs} の真正なセットと、ク

ォーラムルールのセット QR = {Commandi, {Rule {i,t}} があると仮定します。ルールは一連

のロールであり、最小数 N {Rolet, Nt} です。クォーラムルールを満たすコマンドでは、コマンド

データセットは、{QOSs} にリストされているオペレーターのセットによって署名されていなければ

なりません。このホワイトペーパーで前述したように、クォーラムルールとオペレーターのセットは、

ドメイン状態とエクスポートされたドメイントークンに保存されます。 

 

実際には、初期署名者がコマンド Sig1 = Sign(dOp1, Command) に署名します。2 番目

のオペレーターも、コマンド 

 

コマンド認証された API 

ホストとドメイン管理 

セッション認証された API 

顧客キー操作 
HSA 
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Sig2 = Sign(dOp2, Command) に署名します。二重に署名されたメッセージは、実行のた

めに HSA に送信されます。HSA は以下を実行します。 

 

1. 各署名について、ドメイン状態から署名者のパブリックキーを抽出し、そのコマンドの

署名を検証します。 

2. それは、署名者のセットがコマンドのルールを満たしていることを検証します。 

 

認証されたセッション 

このプロトコルは、HSA とサービスホストとの間で相互に認証された ECDHE キー合意を実

行します。交換はサービスホストによって開始され、HSA によって完了されます。また、HSA 

は、ネゴシエートされたセッションキーを含むエクスポートされたキートークンを返します。エクス

ポートされたキートークンには有効期間が含まれ、それ以後、サービスホストはセッションキー

を再ネゴシエートする必要があります。 

 

顧客キー操作は、外部に面した AWS KMS ホストと HSA の間で実行されます。これらのコ

マンドは、暗号キーの作成と使用、および乱数生成の安全性に関するものです。これらのコ

マンドは、サービスホストと HSA 間のセッション認証チャネルを通じて実行されます。真正性

の必要性に加えて、これらのセッションには機密性が必要です。これらのセッションで実行され

るコマンドには、クリアテキストデータキーの復帰と、顧客向けの復号されたメッセージが含まれ

ます。これらのセッションを man-in-the-middle 攻撃で妨害できないようにするには、セッショ

ンも認証されている必要があります。 

 

サービスホストはドメインのメンバーであり、ID 署名キーのペア (dHOSi, QHOS) i と HSA の

識別キーの認証されたコピーを持っています。その ID キーのセットを使用して、サービスホスト

とドメイン内の任意の HSA 間で使用できるセッションキーを安全にネゴシエートします。エクス

ポートされたキートークンには、有効期間が関連付けられており、それ以後、新しいキーをネ

ゴシエートする必要があります。 
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図 8: HSA サービスホストのオペレーターの認証済みセッション 

 

このプロセスは、サービスホストの認識から開始され、ドメインと HSA メンバーとの間で機密の

コミュニケーションフローを送受信するためにセッションキーが必要であることを認識します。 

 

1. サービスホストは、ECDH短期キーペア (d1, Q1) を生成し、その識別キー Sig1 = 

Sign(dOS, Q1) で 署名します。 

 

2. HSA は ECDH 短期キーペア (d2, Q2) を 作成し、離散対数暗号を使用するペアワ

イズキー確立スキーム (改訂版) [11] のための推奨のセッションキーを形成するために、

ECDH キー交換を完了し、現在のドメインのトークンを使用して受信したパブリックキ

ーで署名を検証し、それをエクスポートし、エクスポートされたキートークン SK としてラッ

プし、ID キーペア EKT Sig2 = Sign(dHSK, (Q2, EKT)) で戻り値に署名します。 

3. サービスホストは、現在のドメイントークンを使用して受信したキーの署名を検証し、

離散対数暗号を使用するペアワイズキー確立スキームの推奨 (改訂版) [11] のセッ

ションキー SK を形成するために、ECDH キー交換を完了します 。 

EKT の有効期間中、サービスホストは、ネゴシエートされたセッションキー SK を使用して、エ

ンベロープで暗号化されたコマンドを HSA に送信することができます。この認証されたセッショ

ン上のすべてのサービスホスト起動コマンドには、EKT が含まれます。HSA は、同じ交渉さ

れたセッションキー SK を使用して応答します。 

 

HSA 

(Q1, Sig1) 

((Q2 EKT) Sig2) 
 

認証されたセッション 
オペレーター 
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ドメインとドメインの状態 

AWS リージョン内の信頼できる内部 AWS KMS エンティティの共同コレクションをドメインと

呼びます。ドメインには、信頼できるエンティティのセット、一連のルール、およびドメインキーと

呼ばれるシークレットキーのセットが含まれます。ドメインキーは、ドメインのメンバーである 

HSA 間で共有されます。ドメインの状態は、次のフィールドから構成されます。 

 

フィールド 説明 

名前 このドメインを識別するドメイン名。 

メンバー ドメインのメンバーである HSA のリスト (パブリック署名キーとパブリック合意キーを含む)。 

オペレーター エンティティのリスト、パブリック署名キー、およびロール (KMS オペレーターまたはサービス) です。この

サービスのオペレーターを表すホストです。 

ルール HSA 上でコマンドを実行するために満たされなければならない各コマンドのクォーラム・ルールのリスト。 

ドメインキー ドメイン内で現在使用されているドメインキー (対称キー) のリスト。 

 

ドメインキー 

ドメイン内のすべての HSA は、一連のドメインキー{DKr} を共有します。これらのキーは、ドメ

イン状態のエクスポートルーチンによって共有されます。エクスポートされたドメイン状態は、ドメ

インのメンバーである任意の HSA にインポートできます。これがどのように達成され、ドメイン状

態の追加の内容は、次のドメイン状態の調整、ドメイン状態の管理で詳しく説明されています。 

 

完全なドメイン状態は、HSA でのみ使用できます。ドメイン状態は、エクスポートされたドメイ

ントークンとして HSA ドメインメンバー間で同期されます。 

 

ドメインキーのセット {DKr} は、常に 1 つのアクティブなドメインキーといくつかの非アクティブ化

されたドメインキーを含みます。ドメインキーは、毎日、ローテーションされ、キー管理の推奨事
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項-パート 1 [12] を必ず遵守します。ドメインキーローテーション中に、発信ドメインキーで暗

号化された HBK を含む既存の EKT はすべて、新しいアクティブドメインキーで再暗号化さ

れます。アクティブなキーは新しい最上位キーを暗号化するために使用され、期限切れのドメ

インキーは、過去数日間にローテーションしたドメインキーの数に相当する日数の間に以前に

暗号化されたエクスポートされたキートークンを復号するためにのみ使用できます。 

 

エクスポートされたドメイントークン 

ドメイン参加者間で状態を同期させる必要が定期的にあります。これは、ドメインに変更が

加えられるたびにドメイン状態をエクスポートすることによって行われます。ドメイン状態は、エク

スポートされたドメイントークンとしてエクスポートされます。 

 

フィールド 説明 

名前 このドメインを識別するドメイン名。 

メンバー ドメインのメンバーである HSA のリスト (署名と一致するパブリックキーを含む)。 

オペレーター エンティティのリスト、パブリック署名キー、およびロールをこのサービスのオペレーターを表します。 

ルール HSA ドメイン・メンバー上でコマンドを実行するために満たさなければならない各コマンドのクォーラム

ルールのリスト。 

暗号化されたドメイ

ンキー 

エンベロープで暗号化されたドメインキー。ドメインキーは、パブリック合意キーに包まれた上記の各メ

ンバーの署名メンバーによって暗号化されます。 

署名 HSA ホスト、必ずドメイン状態をエクスポートしたドメインのメンバーによって生成されたドメイン状態

の署名。 

エクスポートされたドメイントークンは、ドメイン内で動作するエンティティの基本的な信頼の元

を形成します。 

 

ドメイン状態の管理 

ドメイン状態は、クォーラム認証コマンドによって管理されます。これらの変更には、ドメイン内の

信頼できる参加者のリストの変更、HSA コマンドの実行のためのクォーラムルールの変更、およ
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びドメインキーの定期的なローテーションが含まれます。これらのコマンドは、認証されたセッション

操作ではなく、コマンド単位で認証されます。図 7 に示す API モデルを参照してください。 

 

HSA は、初期化された動作状態で、自己生成非対称識別キー、署名キーペア、およびキー

確立キーペアのセットを含む。手動プロセスにより、KMS オペレーターは、領域内の最初の 

HSA 上に作成される初期ドメインを確立することができます。この初期ドメインは、ドメインおよ

びドメイン状態セクションで定義された完全なドメイン状態で構成され、ドメイン内の定義された

各 HSA メンバーへの結合コマンドによってインストールされます。 

 

HSA が初期ドメインに参加した後、HSA はそのドメインで定義されたルールにバインドされます。

これらの規則は、顧客の暗号化キーを使用するコマンド、またはホストまたはドメインの状態を変

更するコマンドを制御します。顧客の暗号化キーを使用する認証されたセッション API は、以

前に定義されています。 

 
 
 
 

 

ドメインの状態の

更新 

 
 

ドメインの状態の

更新 

 

 

ドメインの状態の

更新 

 
 

 

図 9: ドメインの管理 

 
 

1   ドメインの変更 

HSA 4 

2    新しいドメイントークン 

HSA 4 

3 ドメインの更新 

HSA 4 
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図 9 はドメイン状態が変更される方法を示します。4 つのステップから構成されます。 

 
1. クォーラムベースのコマンドが HSA に送信され、ドメインが変更されます。 

2. 新しいドメインの状態が生成され、新しいエクスポートされたドメイントークンとしてエク

スポートされます。HSA の状態は変更されていないため、その変更は HSA で設定さ

れていません。 

3. 新しくエクスポートされたドメイントークン内の各 HSA に 2 番目のコマンドが送信され、

新しいドメイントークンでドメイン状態を更新します。 

4. 新しいエクスポートされたドメイントークンにリストされている HSA は、コマンドとドメイン

トークンを認証し、ドメインキーを展開して HSA 上のドメイン状態を更新できます。 

 
 

 

HSA は互いに直接通信しません。代わりに、オペレーターのクォーラムがドメイン状態の変更

を要求し、結果として新しいエクスポートされたドメイントークンが得られます。ドメインのサービ

スホストメンバーは、新しいドメイン状態をドメイン内のすべての HSA に配布するために使用

されます。 

 

ドメインの離脱と参加は HSA 管理機能を介して行われ、ドメイン状態の変更はドメイン管

理機能を介して行われます。 

 
 

コマンド HSA 管理の説明 

ドメインから離脱する HSA がドメインから離脱し、そのドメインの残りすべてとキーをメモリから削除します。 

ドメイン結合 既存のドメインをルールの初期セットのソースとして使用して、このメッセージを認証しながら、HSA を

新しいドメインに結合するか、その現在のドメイン状態を新しいドメイン状態に更新させます。 

ドメインの作成 HSA 上に新しいドメインを作成させます。ドメインのメンバー HSA に配布できる最初のドメイントー

クンを返します。 
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コマンド HSA 管理の説明 

オペレーターの変更 オペレーターを追加または削除して、承認されたオペレーターとそのロールのリストからドメインを選択し

ます。 

メンバーの変更 ドメイン内の許可された HSA のリストから HSA を追加または削除します。 

ルールの変更 HSA 上でコマンドを実行するために必要なクォーラムルールのセットを変更します。 

ドメインキーのローテ

ーション 

新しいドメインキーが作成され、アクティブなドメインキーとしてマークされ、既存のアクティブなキーが非

アクティブ化されたキーに移動し、最も古い非アクティブ化されたキーがドメイン状態から削除されます。 

 

耐久性の 保護 

追加のサービス耐久性は、オフラインのハードウェアセキュリティモジュール (HSM)、エクスポ

ートされたドメイントークンの複数の不揮発性ストレージ、および CMK の冗長ストレージの

使用によって提供されます。オフライン HSM は既存のドメインのメンバーであり、オンラインで

はなく、ドメイン操作の通常の運用処理に参加することを除いて、既存の HSA メンバーと

同様にドメイン状態で表示されます。 

 

耐久性設計は、AWS がオンライン HSA またはプライマリストレージシステム内に格納された 

CMK のセットの大規模な損失を経験した場合、地域内のすべての CMK を保護することを目

的としています。インポートされたマスターキーは、他の CMK に与えられた耐久性保護の対象

外です。AWS KMS でリージョン全体に障害が発生した場合、インポートされたマスターキーを

再インポートする必要があります。 

 

オフライン HSM とそれにアクセスするための認証情報は、複数の地理的に独立した場所にあ

る監視された安全な部屋の金庫に保管されます。各金庫には、AWS の 2 つの独立したチー

ムの 1 人以上の AWS セキュリティオフィサーと 1 人の AWS KMS オペレーターが必要です。

これらの資料の使用には、AWS KMS オペレーターのクォーラムが必要となる内部ポリシーが

適用されます。 
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付録 - 略語とキー 

このセクションでは、このドキュメント全体で参照されている略語とキーを示します。 

 

略語 
 

AES 高度な暗号化標準 

CDK カスタマーデータキー 

CMK カスタマーマスターキー 

CMKID カスタマーマスターキー (CMK) 

ECDH 楕円曲線 Diffie-Hellman 

ECDHE 楕円曲線 Diffie-Hellman Ephemeral 

ECDSA 楕円曲線デジタル署名アルゴリズム 

EKT エクスポートされたキートークン 

GCM ガロアカウンターモード 

HBK HSA バッキングキー 

HBKID HSA バッキングキー識別子 

HSA 強化されたセキュリティアプライアンス 

RSA Rivest Shamir および Adleman (暗号化) 

secp384r1 効率的な暗号化のための標準プライム 384 ビットランダム曲線 1 

SHA256 ダイジェスト長 256 ビットのセキュアハッシュアルゴリズム 

  



47/ ページ 48 

アマゾン ウェブ サービス - AWS KMS 暗号化の詳細 2016 年 8 月 
 

 

キー 
 

略語 名前:  説明 

HBK HSA バッキングキー: 強化されたサーバーアプライアンスバッキングキーは、特定の使用キーが導かれる 

256 ビットのマスターキーです。 

DK ドメインキー: ドメインキーは AES-256-GCM キーです。ドメインのすべてのメンバー間で共有され、

HSA 顧客キーと HSA サービスホストセッションキーを保護するために使用されます。 

DKEK ドメインキー暗号化キー：ドメインキー暗号化キーは、ホスト上で生成され、HSA ホスト間でドメイン

状態を共有するときに現在のドメインキーのセットを暗号化するために使用される AES-256-GCM キ

ーです。 

(dHAK, QHAK) HSA 合意キーペア: 開始されるすべての HSA には、曲線 secp384r1 (NIST-P384) にローカルで

生成された Elliptic Curve Diffie-Hellman 合意キーのペアがあります。 

(dE, QE) エフェメラル合意キーペア：HSA とサービスホストは一時的な合意キーを生成します。これらは、曲線 

secp384r1 (NIST-P384) の楕円曲線 Diffie-Hellman キーです。これらは、2 つのユースケースで

生成され、ドメイントークンのドメインキー暗号化キーを転送するホスト間暗号化キーを確立し、機密

のコミュニケーションを保護するための HSA サービスホストセッションキーを確立します。 

(dHSK, QHSK) HSA 署名キーペアをクリックします。開始されるすべての HSA ホストは、曲線 secp384r1 (NIST-

P384) にローカルに生成された楕円曲線のキーペアを持っています。 

(dOS, QOS) オペレーター署名キーペアをクリックします。サービスホストオペレーターと KMS オペレーターには、他の

ドメイン参加者を認証するための ID 署名キーがあります。 

SK セッションキー:  セッションキーは、サービスホストとドメインのメンバーホスト間の通信の安全を確保する

目的で、サービスホストオペレーターと HSA との間で交換された認証楕円曲線 Diffie-Hellman キー

の結果として生成されます。 
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