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注意
本書は情報提供のみを目的としています。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 製品またはサービスの利用について、独自の
評価に基づき判断する責任を負います。いずれの AWS 製品またはサービスも、
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
ます。本書のいかなる内容も、AWS、その関係者、サプライヤ、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 契約によって規定されています。ま
た、本文書は、AWS とお客様との間の契約に属するものではなく、また、当該
契約が本文書によって修正されることもありません。
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要約
AWS のセキュリティはまったく手間がかかりません。AWS のすべてのお客様
は、セキュリティに最も敏感な組織のニーズを満たすために構築されたデータセ
ンターとネットワークアーキテクチャの恩恵を受けています。こうしたニーズを
満たすため、AWS のコンプライアンスは、クラウドでセキュリティとデータ保
護を維持するために AWS に導入されている堅牢な管理について、お客様にご理
解いただくのに役立ちます。
システムは AWS クラウドインフラストラクチャ上に構築されているため、法的
責任は 共有されます。ガバナンスに重点を置き、監査に適したサービス機能を
該当するコンプライアンス規格または監査規格と結び付けることで、AWS コン
プライアンスの実現を支援するドキュメントは従来のプログラムに基づいて構築
されており、お客様が AWS セキュリティ統制環境を確立し、運用するのに役立
ちます。
AWS は基盤となるインフラストラクチャを管理し、お客様は AWS でデプロイ
するすべてのセキュリティを管理します。AWS を最新のプラットフォームとし
て使用すると、すべての AWS のお客様のアカウントに組み込まれた信頼性の高
い、自動化された、検証可能な技術的および運用上のプロセスを通じて、セキュ
リティの設計と監査統制を形式化できます。クラウドは管理者や IT 運用者のシ
ステムの使用を簡素化する一方、AWS は従来のサンプルテストと比較して監査
を 100％ 検証にシフトするため、AWS 環境のサンプルテストの監査が非常に簡
単になります。
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さらに、AWS の専用ツールは、AWS CloudTrail、Config、CloudWatch などの
内部ツールを使用して、リアルタイムの検証とレポート作成をサポートするだけ
でなく、顧客の要件やスケーリング、監査の目的に合わせてカスタマイズできま
す。こうしたツールは、サービス、データ、アプリケーションの保護を最大限に
するために構築されています。つまり、AWS のお客様は、定期的なセキュリテ
ィと監査タスクに費やす時間を短縮でき、AWS のお客様の環境のセキュリティ
と監査機能を強化し続ける予防的な対策に集中できます。

はじめに
クラウドにワークロードをデプロイするお客様が増えるにつれて、監査員はクラ
ウドの仕組みを理解するだけでなく、監査を実施する際にクラウドコンピューテ
ィングの能力をどのように活用できるかを理解することがますます必要になりま
す。監査人は AWS クラウドを活用することで割合 (%) ベースのサンプルテスト
から包括的なリアルタイム監査ビューに移行することができ、リアルタイムのリ
スク管理だけでなく、お客様の環境で 100％ の監査機能を実現します。
AWS マネジメントコンソールをコマンドラインインターフェース (CLI) と併用
することで、複数の規制、基準、および業界当局の監査人に対する非常に効果的
な結果を得られます。これは、AWS が以下の機能を使用してセキュリティ、設
計コンプライアンス、リアルタイム監査機能を確立するための多数のセキュリテ
ィ構成をサポートしているためです。
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自動化 — スクリプト可能なインフラストラクチャ (Infrastructure as Code
など) を使用すると、サービスのプログラマブル (API 主導型) デプロイを
活用して、繰り返し可能で信頼性が高く安全なデプロイシステムを作成で
きます。



スクリプト可能なアーキテクチャ — 「ゴールデン」環境と Amazon
Machine Image (AMI) は、信頼性と監査可能なサービス用に導入できま
すが、リアルタイムのリスク管理を確実にするために制約を受ける可能性
があります。



ディストリビューション — AWS CloudFormation の機能により、システ
ム管理者は関連する AWS リソースのコレクションを簡単に作成し、予測
可能かつ秩序だった方法でプロビジョニングできます。



検証可能 — AWS CloudTrail、Amazon CloudWatch、AWS OpsWorks、
AWS CloudHSM を使用することで、証拠の収集ができます。
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AWS 監査ガイド使用の手法
審査官
AWS のサービスを使用する組織を評価する場合、AWS とお客様の間の「責任共
有」モデルを理解することが重要です。本監査ガイドでは、各種要件を共通のセ
キュリティプログラム制御と制御エリアに分けて整理します。各制御は、該当す
る監査要件を参照します。
一般に、AWS のサービスは、サービスやアプリケーションを操作するために従
来から使用されているオンプレミスのインフラストラクチャサービスと同様に扱
われます。デバイスとサーバーに適用されるポリシーとプロセスは、それらの関
数が AWS によって指定される場合にも適用されます。ポリシーまたは手続きの
みに関連する制御は、一般的にはお客様が全責任を負うものとします。同様に、
AWS コンソールまたはコマンドライン API 経由の AWS 管理は、他の管理者権
限を持つ者によるアクセスと同様に扱われます。詳細については、付録とリファ
レンスのポイントを参照してください。
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AWS が提供する証明
アマゾン ウェブ サービスのクラウドコンプライアンスにより、クラウドでセキ
ュリティとデータ保護を維持するために AWS に導入されている堅牢な管理につ
いて、お客様にご理解いただけます。システムは AWS クラウドインフラストラ
クチャの最上部に構築されるため、コンプライアンス上の責任は共有されます。
いずれの認証も、特定のセキュリティ管理が目的どおりに実施、運用されている
ことが監査人によって検証されたことを意味しています。該当するコンプライア
ンスレポートを参照するには、AWS 顧客担当者までお問い合わせください。
AWS が準拠しているセキュリティ規制や標準に関する詳細については、AWS コ
ンプライアンスのウェブページにアクセスしてください。特定の政府機関、業
界、企業のセキュリティ標準や規制を満たすために、AWS では、以下を含む
AWS クラウドインフラストラクチャがグローバルなセキュリティ基準の包括リ
ス ト の 要 件 を 満 た し た 経 緯 を 記 し た 認 定 レ ポ ー ト を 用 意 し て い ま す 。 ISO
27001、SOC、PCI データセキュリティ基準、FedRAMP、オーストラリア信号
局 (ASD) 情報セキュリティマニュアル、およびシンガポールの Multi-Tier Cloud
Security Standard (MTCS SS 584)。AWS が準拠しているセキュリティ規制や標
準に関する詳細については、AWS コンプライアンスのウェブページを参照して
ください。
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AWS の使用に際しての監査のコンセプト
AWS での組織のシステムとデータのセキュリティ監査では、以下の概念を考慮
する必要があります。


クラウドサービスプロバイダー (AWS) が実装および運用するセキュリテ
ィ対策 – "クラウドのセキュリティ"



AWS サービスを使用するお客様のコンテンツとアプリケーションのセキ
ュリティが関連する、お客様が実装および運用するセキュリティ対策 – "
クラウドにおけるセキュリティ"

AWS がクラウドのセキュリティを管理している一方で、クラウド内におけるセ
キュリティはお客様の責任となります。お客様は、所有するコンテンツ、プラッ
トフォーム、アプリケーション、システムおよびネットワークを保護するために
どのようなセキュリティを実装するかについて管理権限を保持しており、これは
オンサイトのデータセンターのそれとなんら変わることはありません。

その他の詳細は、AWS セキュリティセンター、AWS コンプライアンス、および
以下の公開中の AWS ホワイトペーパーにあります。AWS ホワイトペーパー

AWS 内のアセットの識別
お客様の AWS アセットは、インスタンス、データストア、アプリケーション、
およびデータそのものとすることができます。AWS の使用に際しての監査は、
一般にアセットの識別から始まります。パブリッククラウドインフラストラクチ
ャのアセットは社内環境とはまったく異なるものではなく、AWS が管理下のア
セットを可視化するため、在庫状況の複雑さが軽減される場合もあります。

AWS アカウント ID
AWS は、各 AWS アカウントに 2 つの一意の ID を割り当てます。AWS アカウ
ント ID と正規ユーザー ID。AWS アカウント ID は、Amazon リソースネーム
(ARN) を構築するのに使用する 12 桁の数字 (例: 123456789012) です。IAM ユ
ーザーや Amazon Glacier のボールトなどのリソースを参照すると、アカウント
ID では自身のリソースを他の AWS アカウントのリソースから区別します。

Amazon リソースネーム (ARN) と AWS サービスの名前空間
Amazon リソースネーム（ARN）は、AWS リソースを一意に識別します。IAM
ポリシー、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) タグ、API 呼び
出しなど、明らかに AWS 全体にわたるリソースを指定する必要がある場合、
ARN が必要です。
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ARN 形式の例:

アカウント識別子、Amazon リソースネーム (ARN)、AWS のサービスの名前空
間に加えて、AWS の各サービスでは、一意のサービス識別子 (Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス ID の i-3d68c5cb または Amazon
Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム ID vol-ecd8c122) を使用して、環
境アセットインベントリを作成し、監査および在庫の範囲について調書内で使用
できます。
いずれの認証も、特定のセキュリティ管理が目的どおりに実施、運用されている
ことが監査人によって検証されたことを意味しています。
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1. ガバナンス
定義: ガバナンスは、お客様の方向性と意向がお客様のセキュリティ姿勢に反映
されていることを確証します。これは、情報セキュリティプログラムを実施する
ための構造化手法を利用することによって達成されます。監査計画の目的と照ら
し合わせて、これは、購入された AWS のサービス、AWS のサービスで使用す
る予定のシステムおよび情報、そしてこれらのサービスに適用されるポリシー、
手順、計画を理解することを意味します。
監査の主要点: どの AWS のサービスおよびリソースが使用されているかを理解
し、パブリッククラウド環境の使用がセキュリティまたはリスク管理プログラム
に含まれていることを確認します。
監査アプローチ: この監査の一環として、組織内の誰が AWS アカウントとリソ
ースの所有者であるのか、AWS のサービスとリソースを使用しているのかを判
断します。ポリシー、計画、手順にクラウドの概念が含まれ、クラウドがお客様
の監査プログラムの対象に含まれていることを確認します。
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ガバナンスのチェックリスト
チェックリスト項目
組織内での AWS の使用を理解します。アプローチには以下が含まれます。



IT チームと開発チームのポーリングやインタビュー。



ネットワークスキャン、またはより詳細な侵入テストの実施。


Amazon.com または AWS に関連する経費報告書や発注書 (PO) の支払いを確
認し、どのサービスが使用されているかを理解する。クレジットカードの料
金は、「AMAZON WEB SERVICES AWS.AMAZON.CO WA」などと表示さ
れます。

注意: 組織内の個人によっては、ユーザーの個人アカウントで AWS アカウントにサイ
ンアップしている場合があります。そのため、IT チームと開発チームのポーリングやイ
ンタビューの際に、この点を尋ねることを検討してください。
アセットの識別。AWS の各アカウントには連絡先の E メールアドレスが関連付けられ
ており、アカウント所有者を識別するために使用できます。この E メールアドレスは、
ユーザーが登録時に指定した内容に応じて、パブリック E メールサービスプロバイダ由
来の可能性があることを理解することが重要です。



AWS にデプロイされているもの、その管理方法、組織のセキュリティポリシー、手
順、標準との統合方法を理解するために、AWS の各アカウントまたはアセット所有
者と正式な会議を開催できます。

注意: AWS アカウントの所有者は、財務部門や調達部門の担当者ですが、組織の AWS
リソースの使用を実装する個人は、IT 部門に配置されることがあります。ユーザーは両
方にインタビューする必要があるかもしれません。
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チェックリスト項目
AWS の境界線をレビュー用に定義します。レビューの範囲を定義する必要があります。
組織のコアビジネスのプロセスやその IT との連携を、非クラウド形態におけるもの、お
よび現在または将来のクラウド実装におけるものといった形で分けて理解します。



使用中または使用検討中の AWS のサービスの説明を取得します。



使用中または使用検討中の AWS のサービスのタイプを識別した後、レビューに含
めるサービスおよびビジネスソリューションを決定します。



以前の監査レポートがあれば入手し、改善計画と併せて見直します。



以前の監査レポート内の未解決の問題を特定し、これらの問題に関するドキュメン
トの更新を評価します。

アクセスポリシー。組織のセキュリティ、プライバシー、データ分類ポリシーを評価し
てレビューし、AWS のサービス環境に適用されるポリシーを判断します。



AWS のサービスの購入に関する正式なポリシーやプロセスが存在するかどうかを確
認し、AWS のサービスの購入がどのように承認されるかを決定します。



組織の変更管理プロセスおよびポリシーに AWS のサービスの考慮点が含まれてい
るかどうかを確認します。

リスクの特定。該当するアセットのリスク評価が実施されているかどうかを判断します。

リスクをレビューします。リスク評価レポートのコピーを入手し、それが現在の環境を
反映しており、かつ残留リスク環境を正確に記述しているかどうかを判断します。
リスクドキュメントをレビューします。各要素をレビューした後、リスク管理のポリシ
ーと手順に対するリスク処理計画とタイムライン/マイルストーンを確認します。
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チェックリスト項目
ドキュメントおよびインベントリ。AWS ネットワークが完全に文書化され、すべての
AWS クリティカルシステムがインベントリ文書に含まれていることを確認します。



AWS リソースインベントリとリソースの設定履歴の AWS Config をレビューします
(例 API 呼び出し、1)。



リソースに適切なタグが付けられ、アプリケーションデータに関連付けられている
ことを確認します。



アプリケーションのアーキテクチャをレビューして、データフロー、アプリケーシ
ョンコンポーネントとデータを含むリソース間の計画された接続性を特定します。



以下の項目をレビューすることで、 ユーザーのすべてのネットワーク接続と AWS
プラットフォームをレビューします。


お客様のオンプレミスのパブリック IP を、所有する任意の VPC のカスタマ
ーゲートウェイにマッピングする VPN 接続。(API 呼び出し例、2 & 3)。
Direct Connect プライベート接続は、お客様が所有する 1 つ以上の VPC にマ
ッピングすることができます。(API 呼び出しの例、4)

リスクを評価する。組織の全体的なリスクプロファイルとリスク許容度に対する AWS
のデプロイデータの重要性を評価します。これらの AWS アセットが組織の正式なリス
ク評価プログラムに統合されていることを確認します。



リスクプロファイルに応じて AWS アセットを識別し、それらに関連する保護目標
を設定する必要があります。
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チェックリスト項目
AWS の使用をリスク評価に導入する。AWS のサービス要素を組織のリスク評価プロセス
に組み込んだり、導入したりします。以下の主要なリスクが含まれる可能性があります。



AWS の使用に関連するビジネスリスクを特定し、ビジネスオーナーと主要な利害関
係者を特定します。



機密性、完全性、可用性を保護するために、AWS のサービスの使用および組織のセキ
ュリティ基準内でビジネスリスクが調整、評価、分類されていることを確認します。



AWS のサービス (SOC、PCI、NIST 800-53 関連の監査など) に関連する以前の監査
をレビューします。



以前に特定されたリスクが適切に対処されているかどうかを判断します。



AWS レビューの全体的なリスク要因を評価します。



リスク評価に基づいて、監査範囲の変更を特定します。



リスクについて IT 管理者と話し合い、リスク評価を調整します。

IT セキュリティプログラムとポリシー。お客様のセキュリティポリシーと手順に AWS
のサービスが含まれていることを確認します。これには、4 つのトピック (セキュリテ
ィ、コスト、パフォーマンス、耐障害性) に関するベストプラクティスとガイダンスを
提供する AWS サービスの Trusted Advisor で強調されている AWS アカウントレベルの
ベストプラクティスが含まれます。



情報セキュリティポリシーを確認し、情報セキュリティポリシーに AWS のサービ
スが含まれていることを確認します。



従業員を AWS のサービスの使用およびセキュリティの権限を有する者として割り
当てていること、また、最高情報セキュリティ責任者を含め、各要職に明確な役割
があることを確認します。

注意: 情報セキュリティアーキテクチャおよびプロセスをモデル化するために使用した
公開中のサイバーセキュリティリスク管理プロセス基準。



AWS サードパーティ認定のレビューを含む AWS のサービスで実施された監査をサ
ポートするドキュメントを維持していることを確認します。
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チェックリスト項目



内部トレーニングレコードに、Amazon IAM の使用、Amazon EC2 セキュリティグ
ループ、Amazon EC2 インスタンスへのリモートアクセスなどの AWS セキュリテ
ィが含まれていることを確認します。



サイバーセキュリティ対応ポリシーと AWS のサービスのトレーニングが維持され
ていることを確認します。

注意: お客様による AWS のサービスの使用、および結果としてサイバーセキュリティ
イベントに起因する損失と費用に特に関連するすべての保険金。
サービスプロバイダーの監視。AWS との契約に、サイバーセキュリティ要件のための
プライバシー保護とセキュリティ保護を実装して維持するための要件が含まれているこ
とを確認します。

2. ネットワークの設定と管理
定義: AWS のネットワーク管理は、ファイアウォールやルーターなどのネット
ワークコンポーネントが仮想であることを除けば、オンプレミスのネットワーク
管理と非常によく似ています。お客様はネットワークアーキテクチャが、組織の
セキュリティ要件に従っていることを確認する必要があります。これには、パブ
リックおよびプライベート (信頼されていないおよび信頼済み) のリソースを分
離するための DMZ の使用、サブネットとルーティングテーブルを使用するリソ
ースの分離、DNS の安全な設定のほか、追加の送信保護 VPN の形式かどうか、
インバウンドとアウトバウンドのトラフィックを制限するかどうかが含まれま
す。お客様がネットワークモニタリングを実行する必要がある場合は、ホストベ
ースの侵入検出とモニタリングのシステムを使用して実行できます。
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監査の主要点: 外部アクセス/ネットワークセキュリティに関連するセキュリテ
ィ制御が不足している、または不適切に構成されていると、セキュリティの脅威
につながる可能性があります。
監査アプローチ: AWS リソースのネットワークアーキテクチャを理解し、パブ
リックインターネットとお客様のプライベートネットワークからの外部アクセス
を許可するためにリソースがどのように設定されているかを把握します。注意:
AWS Trusted Advisor を活用して、AWS 設定を検証および確認できます。
ネットワークの設定と管理のチェックリスト
チェックリスト項目
ネットワーク管理。AWS 環境内でのネットワークセグメントの適用方法を特定します。


ネットワークセグメント、ACL、ファイアウォール設定、または AWS のサービス
の適切な実装のための AWS セキュリティグループの実装、AWS Direct Connect、
Amazon VPN の設定をレビューします (例、API 呼び出し、5 - 8)。



AWS コンソールへのアクセスと Amazon EC2 ネットワークおよびシステムへのリ
モートアクセスのために、リモート、インターネット、または VPN のアクセスを
従業員に許可する手順を有していることを確認します。



ビジネス環境とは異なるソフトウェアとアプリケーションのテストおよび開発向け
の環境を維持するために、以下を確認してください。


VPC の分離がビジネス環境とテストおよび開発に使用される環境との間で
行われる。



VPC 間の VPC ピアリング接続をレビューすることで VPC 間のネットワー
ク分離を確保する。
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チェックリスト項目


サブネットの分離がビジネス環境とテストおよび開発に使用される環境と
の間で行われる。



ビジネスとテスト/開発環境が配置されているサブネットに関連付けられ
た NACL を確認することで、ネットワークの分離が確実に行われるように
する。



Amazon EC2 インスタンスの分離がビジネス環境とテストおよび開発に使
用される環境との間で行われる。



ビジネス、テストまたは開発環境に関連付けられた 1 つ以上のインスタンス
に関連付けられているセキュリティグループを確認することで、Amazon
EC2 インスタンス間のネットワーク分離が確実に行われるようにする。



以下に挙げる、DDoS ソリューションの一部として活用されている AWS レビューコ
ンポーネントで直接動作する DDoS 階層型防衛ソリューションの実行を確認します。


Amazon CloudFront 設定



Amazon S3 設定



Amazon Route 53



ELB の設定


注意: 上記のサービスは、お客様が所有するパブリック IP アドレスを
使用せず、DoS AWS が継承した DoS 軽減機能を提供します。



プロキシまたは WAF 用 Amazon EC2 の使用

詳細なガイダンスは、「AWS Best Practices for DDoS Resiliency」ホワイト
ペーパーをご覧ください。
悪意のあるコードの制御。物理的システムと同様の方法で、Amazon EC2 インスタン
スのマルウェア対策の実装と管理を評価します。
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3. アセットの設定と管理
定義: AWS のお客様は、AWS リソースにインストールされているもののセキュ
リティを維持したり、AWS リソースに接続したりする責任を負います。お客様
の AWS リソースの安全な管理とは、使用中のリソース (アセットのインベント
リ) の把握、ゲスト OS やリソース上のアプリケーション (安全な構成設定、パ
ッチ、マルウェア対策など) の安全な設定、リソースの各種変更制御 (管理の変
更) を指します。
Major audit focus: オペレーティングシステムとアプリケーションのセキュ
リティの脆弱性を管理して、アセットのセキュリティ、安定性、完全性を保護
します。
監査アプローチ: OS とアプリケーションの検証は、お客様のポリシー、手順、
および基準に従って設計、構成、パッチ適用、および強化されます。すべての
OS とアプリケーション管理の手法は、オンプレミスと AWS のシステムおよび
サービス間で共通する場合があります。
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アセットの設定と管理のチェックリスト
チェックリスト項目
設定管理の評価。すべての AWS システムコンポーネントの設定管理方法の使用を確認
し、これらの基準がベースライン設定を満たしていることを検証します。
•

確立された要件に準拠する目的でボリュームを削除する前に、特別な消去手順
を確認します。

•

Identity and Access Management システム (AWS のサービスの上位にホストさ
れているアプリケーションへの認証済みアクセスを許可するために使用される
可能性がある) を確認します。

•

侵入テストの完了を確認します。

変更管理の統制。AWS のサービスの使用が内部シリーズと同じ変更管理プロセスに従
っていることを確認します。


AWS のサービスが内部パッチ管理プロセスに含まれていることを確認します。
Amazon EC2 インスタンスの構成とパッチ適用向けに文書化されたプロセスをレビ
ューします。





Amazon Machine Image (AMI) (API 呼び出し例、9 - 10)



オペレーティングシステム



アプリケーション

IT アセットが適切に廃棄されたことを保証するために、削除呼び出しの範囲内サー
ビスの API 呼び出しをレビューします。
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4. 論理的アクセスコントロール
定義: 論理的アクセスコントロールでは、特定のシステムリソースへのアクセス
権限を持つユーザーや対象だけでなく、リソースに対して実行できるアクション
の種類 (読み取り、書き込みなど) を決定します。AWS リソースへのアクセスコン
トロールの一環として、ユーザーとプロセスは、特定の機能を実行する権限があ
ること、または特定のリソースにアクセスできることを確認するための認証情報
を提示する必要があります。AWS に必要な認証情報は、サービスのタイプとアク
セス方法によって異なり、パスワード、暗号キー、証明書も含まれます。AWS ア
カ ウ ン ト 、 AWS ア カ ウ ン ト で 作 成 さ れ た 個 々 の AWS Identity and Access
Management (IAM) ユーザーアカウント、またはお客様の社内ディレクトリ (シン
グルサインオン) を伴う ID フェデレーションを使用して、AWS リソースへのアク
セスを有効にできます。AWS Identity and Access Management (IAM) により、ユ
ーザーは AWS のサービスとリソースへのアクセスを安全にコントロールできま
す。IAM を使用すると、AWS のユーザーとグループを作成および管理し、アク
セス権限を使用して AWS リソースへのアクセスを許可および拒否できます。
Major audit focus: この監査部分は、AWS のサービスに対してどのようにユ
ーザーとアクセス権限が設定されているかを特定することに重点を置いていま
す。また、すべての AWS アカウントに関連付けられた認証情報を確実に管理す
ることも重要です。
監査アプローチ: AWS アセットに対するアクセス権限の検証は、組織のポリシ
ー、手順、およびプロセスに従って管理されています。注意: AWS Trusted
Advisor を活用して、IAM ユーザー、グループ、およびロール設定の検証と確認
を行うことができます。
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論理的アクセスコントロールのチェックリスト
チェックリスト項目
アクセスの管理、認証、許可。AWS のサービスと Amazon EC2 インスタンスへのアク
セスを管理するための内部ポリシーと手順があることを確認します。


AWS アクセスコントロール、使用例、および以下のオプションの使用方法と
設定についてのドキュメントを確認します。


Amazon IAM をアクセス管理に使用する方法の説明。



Amazon IAM を使用して管理するコントロールのリスト - リソース管
理、セキュリティグループ、VPN、オブジェクトアクセス権など。



ネイティブ AWS アクセスコントロールの使用、またはオープンスタ
ンダードである Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 を利
用するフェデレーションされた認証によってアクセスが管理されてい
る場合。



AWS アカウント、ロール、グループおよびユーザーのリスト、ユー
ザー、グループ、ロールに対するポリシーおよびポリシーの添付 (API
呼び出し例、11)。



Amazon IAM のアカウントとロール、およびモニタリングメソッドの
説明。



EC2 内のシステムの説明と構成。

リモートアクセス。承認プロセス、ログ処理、または許可されていないリモートアク
セスを防止するコントロールがあることを確認します。注意: Direct Connect が設定さ
れていない場合、AWS および Amazon EC2 インスタンスへのすべてのアクセスは、定
義上は「リモートアクセス」になります。
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チェックリスト項目


不正アクセスを防止するための以下のプロセスを確認します。


サービスレベル API 呼び出しのログ記録向け AWS CloudTrail。



ログオブジェクトを満たすための AWS CloudWatch ログ。



IAM ポリシー、S3 バケットポリシー、不正アクセスを防止するコン
トロールのセキュリティグループ。



会社のネットワークと AWS 間の接続状態のレビュー。


VPC と会社のネットワークの間の VPN 接続。



会社と AWS の間の Direct Connect (クロスコネクトとプライベート
インターフェイス)。



AWS とネットワーク間のアクセスをコントロールするために定義さ
れたセキュリティグループ、ネットワークアクセスコントロールリ
スト、およびルーティングテーブル。

作業員のコントロール。作業員の AWS のサービスへの業務機能を厳密に制限します
(例: API 呼び出し、12)。


AWS のサービスに関連するアクセスコントロールのタイプを確認します。


AWS レベルでの AWS アクセスコントロール - タグ付けを伴う IAM
を使用して、ネットワーク内の Amazon EC2 インスタンスの管理 (開
始/停止/終了) を制御する



お客様のアクセスコントロール - IAM (LDAP ソリューション) を使用
して、オペレーティングシステム/アプリケーションレイヤーのネッ
トワークに存在するリソースへのアクセスを管理する



ネットワークアクセスコントロール - AWS セキュリティグループ
(SG)、ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL)、ルーティ
ングテーブル、VPN 接続、VPC ピア接続を使用して、お客様が所有
する VPC 内のリソースへのネットワークアクセスを制御します。
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5. データの暗号化
定義: AWS に保存されるデータはデフォルトで安全です。作成した AWS リソー
スにアクセスできるのは AWS 所有者のみです。ただし、機密データを持ってい
るお客様は、AWS に保存されているデータを暗号化することによる追加の保護
が必要になる場合があります。現時点では、Amazon S3 サービスのみが自動化
されたサーバー側の暗号化機能を提供するほか、データが保存される前にお客様
側で暗号化できるようになっています。その他の AWS データストレージオプシ
ョンの場合、お客様はデータの暗号化を実行する必要があります。
Major audit focus: 保存データは、オンプレミスデータが保護されているのと
同じ方法で暗号化する必要があります。また、多くの場合、セキュリティポリシ
ーでは、インターネットは安全ではない通信メディアと見なされ、送信中のデー
タの暗号化が必要になることがあります。データを不適切に保護すると、セキュ
リティ上の被害が発生する可能性があります。
監査アプローチ: データが格納される場所を理解し、保管時および転送中のデー
タ (「飛行中のデータ (date in flight)」とも呼ばれる) を保護するために使用され
るメソッドを検証します。注意: AWS Trusted Advisor を活用して、データアセ
ットへのアクセス権限およびアクセスを検証できます。
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データの暗号化のチェックリスト
チェックリスト項目
暗号化の制御。AWS のサービス使用中に、転送中の機密情報を保護する適切な制御が
あることを確認します。


暗号化を実施するための AWS コンソール、管理 API、S3、RDS、Amazon
EC2 VPN への接続方法を確認します。



AWS のサービスと Amazon EC2 インスタンスなどのキー管理のための内部ポ
リシーと手順があることを確認します。



保存されている PIN を保護するために使用されている暗号化メソッドがあれ
ば再検討します - AWS では、暗号化されていないデータを補助するために使
用できる KMS、CloudHSM、および S3 向けサーバー側暗号化などのキー管理
サービスを多数提供しています (API 呼び出し例、13-15)。

6. セキュリティのログ記録およびモニタリング
定義: 監査ログは、情報システムやネットワーク内で発生するさまざまなイベン
トを記録します。監査ログは、リアルタイムでも事後でも、システムのセキュリ
ティに影響する可能性のあるアクティビティを識別するのに使用されるため、ロ
グの適切な構成と保護が重要です。
Major audit focus: オンプレミスシステムの場合と同様に、システムをログに
記録し、モニタリングする必要があります。AWS システムが会社全体のセキュ
リティ計画に含まれていない場合、重要なシステムはモニタリング活動の範囲か
ら除外されることがあります。
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監査アプローチ: 監査ログが Amazon EC2 インスタンスにインストールされてい
るゲスト OS や重要なアプリケーションで実行されていることを検証し、また、
その実装が、特にログの保存、保護、分析に関連するポリシーや手順と一致して
いることを検証します。
セキュリティのログ記録およびモニタリングのチェックリスト:
チェックリスト項目
ログ記録評価の追跡情報とモニタリング。AWS のサービスの不正なアクティビティを
検出するために、妥当性、保持期間、定義済みのしきい値、安全なメンテナンスに関
するログ記録およびモニタリングのポリシーと手順を確認します。


ログ記録およびモニタリングのポリシーと手順をレビューし、セキュリティ関
連のイベント用の Amazon EC2 インスタンスを含む AWS のサービスを確実に
組み込む。



ログ記録メカニズムがログを中央サーバーに送信するように設定されているこ
とを検証し、Amazon EC2 インスタンスに対して、物理的システムと同様に適
切なタイプとフォーマットのログが保持されるようにする。



AWS CloudWatch を使用しているお客様用に、ネットワークモニタリングのプ
ロセスおよび記録をレビューする。



イベントの分析を活用して保護対策およびポリシーを改善する。



承認されていないユーザー、AWS Config、承認されていないデバイスのリソー
スタグ付けに関する AWS IAM 認証情報レポートを確認する (API 呼び出し
例、16)。



以下のような AWS のサービスを使用して、複数のソースからのイベントデー
タの集約と相関を確認します。


VPC に入ることを許可/拒否されたネットワークパケットを識別する
VPC フローログ。



AWS のサービスに対する認証済みの API 呼び出しおよび未認証の
API 呼び出しを識別する AWS CloudTrail。
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チェックリスト項目


ELB ログ記録 – ロードバランサーのログ記録。



AWS CloudFront ログ記録 – CDN ディストリビューションのログ記録。

侵入検知とレスポンス。物理的システムと同様に、Amazon EC2 インスタンスのホスト
ベース IDS を確認します。


侵入検知プロセスに関する情報をレビューできる場所に関する AWS によって提
供された証拠を確認します。

7. セキュリティインシデント対応
定義: 責任共有モデルでは、セキュリティイベントを AWS と AWS のお客様が
モニタリングできます。AWS では、ハイパーバイザおよび基盤となるインフラ
ストラクチャに影響を及ぼすイベントを検出して応答します。お客様は、ゲス
トオペレーティングシステムからアプリケーションまでのイベントを管理しま
す。ユーザーはインシデント対応の責任を理解し、AWS リソースの既存のセキ
ュリティモニタリング/アラート/監査ツールおよびプロセスを適合させる必要
があります。
Major audit focus: アセットの場所にかかわらず、セキュリティイベントを
モニタリングする必要があります。監査人は、環境全体にわたるインシデント
管理コントロールのデプロイの一貫性を評価し、テストを通じてもれなく検証
できます。
監査アプローチ: AWS 環境におけるシステムのインシデント管理コントロール
の有無および運用効率を評価します。
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セキュリティインシデント対応のチェックリスト:
チェックリスト項目
インシデントのレポート。サイバーセキュリティインシデントのインシデント対応計画
およびポリシーに AWS のサービスが含まれていることを確認し、サイバーセキュリテ
ィインシデントを緩和して復旧を支援するコントロールに対処します。


既存のインシデントモニタリングツールに加えて、AWS のサービスの使用状況
をモニタリングする AWS で利用可能なツールを必ず活用します。



インシデント対応計画が定期的にレビューされ、必要に応じて AWS に関連する
変更が行われていることを検証します。



インシデント対応計画に通知手順および攻撃に関連する損失または命令に影響を
及ぼす損失に対するお客様の対処方法が含まれている場合は注意してください。

8. 災害対策
定義: AWS では、可用性の高いインフラストラクチャを提供しているため、お
客様は障害に強いアプリケーションを設計し、重大なインシデントや災害シナリ
オに迅速に対応できます。ただし、AWS が提供する複数のリージョンおよびア
ベイラビリティーゾーンを利用するには、高可用性または迅速な復旧が必要なシ
ステムを設定する必要があります。
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Major audit focus: 未確認の単一障害点や災害対策シナリオに対処するための
計画が不適切な場合、重大な影響が生じる可能性があります。AWS では、個々
のインスタンス/サービスレベルでサービスレベルアグリーメント (SLA) を提供
しますが、これらを目標復旧時間 (RTO) や目標復旧時点 (RPO) などのお客様の
ビジネス継続性 (BC) および災害対策 (DR) 目標と混同すべきではありません。
BC/DR パラメータは、ソリューション設計に関連付けられます。より障害耐性
に優れた設計であれば、AWS のさまざまなアベイラビリティーゾーンで複数の
コンポーネントを使用し、データ複製を必要とすることがあります。
監査アプローチ: DR を理解し、重要なアセットに使用される耐障害性に優れた
アーキテクチャを決定します。注意: AWS Trusted Advisor を活用して、お客様
の復元力のいくつかの側面を検証および確認できます。
災害復旧のチェックリスト:
チェックリスト項目
ビジネス継続性の計画 (BCP)。利用される AWS のサービスの包括的な BCP が、サイ
バーセキュリティインシデントの影響の緩和またはそのようなインシデントからの復旧
に対処することを確認します。


計画内で、AWS が緊急時準備および危機管理要素、シニアマネージャーの監督
責任、テスト計画に含まれていることを確認します。

バックアップとストレージコントロール。お客様による AWS のサービス用バックアッ
プシステムの定期的なテストをレビューします (API 呼び出し、17-18)。


オフサイトバックアップとして AWS のサービスにバックアップされたデータの
インベントリをレビューします。
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9. 継承された統制
定義: Amazon は大規模データセンターの設計、構築、運用において、長年の経
験を有しています。この経験は、AWS プラットフォームとインフラストラクチ
ャに活かされています。AWS のデータセンターは、外部からはそれとはわから
ないようになっています。ビデオ監視カメラ、最新鋭の侵入検出システム、その
他エレクトロニクスを使った手段を用いて、専門のセキュリティスタッフが、建
物の入口とその周辺両方において、物理的アクセスを厳密に管理しています。デ
ータセンターのフロアにアクセスするには、権限を与えられたスタッフが 2 要
素認証を最低 2 回パスする必要があります。すべての訪問者と契約業者は身分
証明書を提示して署名後に入場を許可され、権限を有するスタッフが常に付き添
いを行います。
AWS は、データセンターへのアクセスや情報を、それを業務上本当に必要とす
る従業員や業者に対してのみ与えています。従業員がこれらの権限を必要とする
作業を完了すると、その後に Amazon またはアマゾン ウェブ サービスの従業員
となり続ける場合であっても、そのアクセス権限は速やかに取り消されます。
AWS の従業員によるデータセンターへのすべての物理的アクセスは記録され、
定期的に監査されます。
Major audit focus: この監査セクションの目的は、サービスプロバイダーの選
定において適切な配慮を実証することです。
監査アプローチ: 統制目標と統制の設計と運用効率の合理的な保証を得るために、
サードパーティによる証明および認定を要求し、評価する方法を理解します。
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継承された統制のチェックリスト
チェックリスト項目
物理的セキュリティ統制および環境統制。物理的セキュリティ統制向けに AWS が管理
する侵入検知プロセスに関する情報を確認できる場所についての詳細に関して、AWS
が提供する証明を確認します。

まとめ
ユーザーによる評価に役立つサードパーティのツールは多数用意されています。
AWS のお客様は、オペレーティングシステム、ネットワーク設定、トラフィッ
クルーティングを完全に制御できるため、社内で使用されているツールの大半を
AWS アセットの評価および監査に使用できます。
AWS が提供する便利なツールが AWS Trusted Advisor ツールです。AWS Trusted
Advisor には、これまで多数のお客様に AWS のサービスを提供してきた多くの経
験から得られたベストプラクティスが活かされています。AWS Trusted Advisor
では、AWS 環境に関するいくつかの基本的なチェックを実行し、コストの節
約、システムパフォーマンスの向上、セキュリティギャップの解消のための機会
が存在するときに推奨を行います。
このツールを活用して監査チェックリスト項目の一部を実行し、組織の監査と評
価プロセスの強化やサポートができます。
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付録 A: 参考資料と参考文献
1. アマゾン ウェブ サービス: セキュリティプロセスの概要 —
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
2. アマゾン ウェブ サービスのリスクとコンプライアンスに関するホワイト
ペーパー —
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_
Whitepaper.pdf
3. AWS OCIE Cybersecurity Workbook https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_SEC_Workbook.pdf
4. アマゾン ウェブ サービスによる災害復旧 —
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf
5. Active Directory ユースケースのための ID フェデレーションのサンプルア
プリケーション — http://aws.amazon.com/code/1288653099190193
6. Amazon EC2 .NET アプリケーションへの Windows ADFS でのシングルサイン
オン —
http://aws.amazon.com/articles/3698?_encoding=UTF8&queryArg=searchQuery&
x=20&y=25&fromSearch=1&searchPath=all&searchQuery=identity%20federation
7. Token Vending Machine を使用して AWS モバイルアプリケーションのユー
ザー認証を行う
http://aws.amazon.com/articles/4611615499399490?_encoding=UTF8&queryAr
g=searchQuery&fromSearch=1&searchQuery=Token%20Vending%20machine
8. AWS SDK for Java と Amazon S3 でのクライアント側データ暗号化 —
http://aws.amazon.com/articles/2850096021478074
9. AWS コマンドラインインターフェイス —
http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
10. アマゾン ウェブ サービス 適正利用規約 — http://aws.amazon.com/aup/
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付録 B: 用語集
認証: 認証とは、誰か、または何かが、実際に申告された通りのものであるかど
うか決定するプロセスのことです。
アベイラビリティーゾーン: Amazon EC2 の場所は、リージョンとアベイラビリ
ティーゾーンから構成されます。アベイラビリティーゾーンは、他のゾ－ンから
の影響を受けないように各々独立しています。利用は安価で、同一リージョン内
であれば利用可能ゾーン間でのネットワーク接続待ち時間は少なくなります。
EC2: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、規模の変更が可能なコ
ンピューティング容量をクラウド内で提供するウェブサービスです。ウェブスケ
ールのクラウドコンピューティングを開発者が簡単に利用できるように設計され
ています。
ハイパーバイザ: 仮想マシンモニター (VMM) とも呼ばれるハイパーバイザー
は、ソフトウェア/ハードウェアプラットフォーム仮想化ソフトウェアであり、
複数のオペレーティングシステムを 1 台のホストコンピュータで同時に稼動させ
ることができます。
IAM: AWS Identity and Access Management (IAM) は、お客様が複数のユーザ
ーを作成し、AWS アカウント内でそのユーザーごとにアクセス許可を管理でき
るようにします。
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オブジェクト: Amazon S3 に保存される基本的なエンティティです。オブジェク
トは、オブジェクトデータとメタデータで構成されます。データ部分を、
Amazon S3 から見ることはできません。メタデータは、オブジェクトを表現す
る名前と値のペアのセットです。これには最終更新日などのデフォルトメタデー
タや、Content-Type などの標準 HTTP メタデータが含まれています。開発者
が、オブジェクトの格納時にカスタムメタデータを指定することもできます。
サービス: ネットワークを通じて提供されるソフトウェアまたはコンピューティ
ング機能 (たとえば EC2、S3、VPC など)。
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付録 C: API 呼び出し
AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、AWS のサービスを管理
するための統合ツールです。
http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/index.html#cli-aws

1. タグの付いたすべてのリソースのリストを取得する
-

aws ec2 describe-tags

http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-tags.html
2. お客様の AWS アカウントのすべてのカスタマーゲートウェイのリストを取得する
-

aws ec2 describe-customer-gateways –output table

3. お客様の AWS アカウントのすべての VPN 接続のリストを取得する
-

aws ec2 describe-vpn-connections

4. お客様のすべての Direct Connect 接続のリストを取得する
-

aws directconnect describe-connections

-

aws directconnect describe-interconnects

-

aws directconnect describe-connections-on-interconnect

-

aws directconnect describe-virtual-interfaces

5. List all Customer Gateways on the customers AWS account
-

aws ec2 describe-customer-gateways –output table

6. List all VPN connections on the customers AWS account
-

aws ec2 describe-vpn-connections

7. List all Customer Direct Connect connections
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aws directconnect describe-virtual-interfaces

8. または CLI に焦点をあわせたセキュリティグループを使用する
-

aws ec2 describe-security-groups

9. お客様が現在所有/登録している AMI のリストを取得する
-

aws ec2 describe-images –owners self

10. 特定の AMI で 起動されるすべてのインスタンスのリストを取得する
-

aws ec2-describe-instances --filters “Name=image-id,Values=XXXXX” (ここでは、
XXXX = image-id value e.g. ami-12345a12

11. IAM ロール/グループ/ユーザーのリストを取得する
-

aws iam list-roles

-

aws iam list-groups

-

aws iam list-users

12. グループ/ロール/ユーザーに割り当てられているポリシーのリストを取得する
-

aws iam list-attached-role-policies --role-name XXXX

-

aws iam list-attached-group-policies --group-name XXXX

-

aws iam list-attached-user-policies --user-name XXXX

ここで、XXXX にはお客様の AWS アカウント内のリソース名が入ります。

13. KMS キーのリストを取得する
-

aws kms list-aliases

14. キーローテーションポリシーのリストを取得する
-

aws kms get-key-rotation-status –key-id XXX (where XXX = key-id In AWS account

15. KMS キーで暗号化された EBS ボリュームのリストを取得する
-

aws ec2 describe-volumes "Name=encrypted,Values=true"

-

targeted e.g. us-east-1)

16. 認証情報レポート
-
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aws iam get-credential-report

17. EBS ボリュームのスナップショット/バックアップを作成する
-

aws ec2 create-snapshot --volume-id XXXXXXX

-

(ここでは、XXXXXX = ID of volume within the AWS Account)

18. 完了したスナップショット/バックアップを確認する
-
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aws ec2 describe-snapshots --filters “Name=volume-id,Values=XXXXXX)

