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概要
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AWS ではセキュリティが最優先事項
となります。

つまり、セキュリティは私たちの文化とプロセスに深く組み込まれ
ており、行動すべてに浸透しているのです。これは何を意味するの
でしょうか。 AWS のお客様は、世界でセキュリティを最も重視す
る組織の要件を満たすよう構築されたデータセンターとネットワー
クアーキテクチャを利用できます。また、世界のセキュリティの動
向を熟知したエンジニアが設計したアドバンストセキュリティサー
ビスは、AWS パートナーのネットワークから提供される、お客様
が既にご存知で信頼する製品と合わせて機能するよう設計されてい
ます。つまり、クラウドインフラストラクチャの深い可視性と継続
的なモニタリング、リスクを低減するためのタスクの自動化機能な
ど、お客様の成長に合わせて、ニーズを満たすセキュリティを選択
することができます。

このセキュリティとコンプライアンスクイックリファレンスガイ
ド (QRG) は、AWS のインフラストラクチャの安全性とコンプライ
アンスを維持する方法と、利用できるセキュリティとコンプライア
ンスサービスを説明するために作成されました。
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セキュリティは、もはや移行を妨げたり減速させるものではなく、組織のデジタルビジネスに
おける意思決定、ベンダーやテクノロジーの選択、投資戦略の指針となる重要な差別化要因で
す。すでに多くのお客様が、現在利用できるクラウドコンピューティング環境の中で、AWS 
は最も柔軟性が高く、安全であるという確信を持って、移行を実行してきました。これらのお
客様は、常に組織のセキュリティを高めながら、コアとなるビジネスに集中できるよう、運用
の方法を変革しています。AWS のお客様は、AWS を利用した安全性の主な 5 つの利点を実現
することができます。

数年前にこのガイドを公開してから、パブリッククラウドプロバイダーに関する認識は変わり
ました。

優れた可視性と制御による安全なスケール

AWS を利用することで、データの保存場所、アクセスできる人物、組織が特定の瞬間にどの
リソースを消費しているのかをコントロールできます。アイデンティティとアクセスのきめ細
かい制御が、ほぼリアルタイムでセキュリティ情報を提供するための継続的なモニタリングと
組み合わさることで、情報がどこに保存されていても、いつでも適切なリソースが適正にアク
セスされるよう設定できます。お客様は、セキュリティオートメーションサービスとアクティ
ビティモニタリングサービスを使用して、設定の変更などの疑わしいセキュリティイベントを
エコシステム全体で検出することで、スケール時のリスクを低減できます。サービスをお使い
の既存のソリューションと統合させることで、既存のワークフローをサポートし、オペレーシ
ョンを効率化し、コンプライアンス報告を簡素化することもできます。

AWS によるセキュリティの利点
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高度に統合されたサービスによる自動
化とリスク低減 

AWS でセキュリティタスクを自動化する
ことにより、人的な設定エラーを減
らし、チームの時間をビジネスに重要な
他の作業に費やせるようにして、セキュ
リティを高めることができます。高度に
統合された幅広いソリューションから選
択し、それらを組み合わせることで、新
しい方法でタスクを自動化することがで
きます。これにより、セキュリティチー
ムがデベロッパーやオペレーションチー
ムと緊密に連携して、より速く、より安
全にコードを作成し、デプロイすること
が容易になります。例えば、Machine 
Learning のようなテクノロジーを採用す
ることで、AWS コンソール内で数回クリ
ックするだけで AWS の精密データを自動
的かつ継続的に発見、分類、保護するこ
とができます。インフラストラクチャと
アプリケーションのセキュリティチェッ
クも自動化することで、セキュリティお
よびコンプライアンスのコントロールを
継続的に適用し、機密性、整合性、可用
性を常に維持できます。情報管理および
セキュリティツールを使用して、ハイブ
リッド環境で自動化することで、オンプ
レミス環境とレガシー環境のシームレス
で安全な拡張環境として AWS を統合でき
ます。

優れた可視性と制御による安全なスケール

AWS を利用することで、データの保存場所、アクセスできる人物、組織が特定の瞬間にどの
リソースを消費しているのかをコントロールできます。アイデンティティとアクセスのきめ細
かい制御が、ほぼリアルタイムでセキュリティ情報を提供するための継続的なモニタリングと
組み合わさることで、情報がどこに保存されていても、いつでも適切なリソースが適正にアク
セスされるよう設定できます。お客様は、セキュリティオートメーションサービスとアクティ
ビティモニタリングサービスを使用して、設定の変更などの疑わしいセキュリティイベントを
エコシステム全体で検出することで、スケール時のリスクを低減できます。サービスをお使い
の既存のソリューションと統合させることで、既存のワークフローをサポートし、オペレーシ
ョンを効率化し、コンプライアンス報告を簡素化することもできます。

最も高度なプライバシー基準とデー
タセキュリティ基準による構築

私たちは、お客様がプライバシーとデー
タの安全性に深く関心を持っていること
を理解しています。お客様はデータの安
全性に深く関心を持っているため、世界
レベルのセキュリティエキスパートチー
ムが 24 時間 365 日システムをモニタリ
ングして、お客様のコンテンツを保護し
ます。AWS を利用することで、最も安全
なグローバルインフラストラクチャを基
盤にし、常にデータの存在を意識して、
その暗号化、移動、保持の管理を行えま
す。データセンターとリージョンを相互
につなぐ AWS グローバルネットワーク全
体を流れるすべてのデータは、物理レイ
ヤーで自動的に暗号化されてから、安全
な設備を離れます。例えば、すべての 
VPC クロスリージョンのピアリングトラ
フィックや、お客様またはサービス間の
TLS 接続には、追加の暗号化レイヤーも
存在します。移行中もしくは保管時のデ
ータを容易に暗号化できるツールも備え
ており、承認されたユーザーのみが利用
することができます。AWS Key 
Management System (KMS) で管理された
キーを FIPS 140-2 Level 2 で認証された
Hardware Security Modules (HSM) で使用
するか、もしくは FIPS 140-2 Level 3 で
認証された HSM を使用して AWS 
CloudHSM で独自の暗号化キーを管理す
ることができます。さらに AWS では、お
客様が地域や現地のデータプライバシー
法規に準拠していることを証明できるよ
う、必要な制御と可視性が付与されてい
ます。AWS のグローバルインフラストラ
クチャ設計により、コンテンツを物理的
に保管している地域の完全なコントロー
ルを保持し、データレジデンシーの要件
を満たすことができます。
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セキュリティのパートナーとソリューションによる最大規模のエコシステム

既に知っていて信頼しているソリューションプロバイダーのセキュリティテクノロジーやコンサ
ルティングサービスを利用することで、AWS の利点を拡大することができます。最初の移行から
継続的な日常の管理まで、クラウド導入のすべての段階を保護できるように、深い専門知識と優
れた実績のあるプロバイダーを慎重に選んできました。テクノロジーパートナーおよびコンサル
ティングパートナーからなるグローバルなプログラムである AWS パートナーネットワーク (APN)
から選択してください。その多くは、お客様の特定のワークロードやユースケースに対して、
セキュリティに特化したソリューションやサービスを提供することを専門としています。
APN パートナーのソリューションはお客様のワークロードの自動化、アジリティ、スケーリング
を実現します。SaaS (Software-as-a-Service) 製品を含むこれらのクラウド対応ソフトウェアソリ
ューションを AWS Marketplace から数分で、簡単に見つけ出し、購入し、デプロイし、管理する
ことができます。これらのソリューションは連携し、オンプレミスでは実現しえない方法で、お
客様のデータを安全に保ち、幅広いワークロードとユースケース向けのソリューションをご用意
しています。

セキュリティとコンプライアンスに関
する最も包括的な統制の継承

コンプライアンスへの取り組みをサポートする
ために、AWS では、世界中の何千というコンプ
ライアンス要件について定期的にサードパーテ
ィーによる検証を受けており、金融、小売り、
医療、行政などのセキュリティ基準およびコン
プライアンス基準を満たすため、継続的にモニ
タリングしています。AWS が運用する最新のセ
キュリティ管理を継承し、お客様のコンプライ
アンスや認定プログラムを強化するとともに、
お客様固有のセキュリティ保証要件を実行する
ためのコストと時間を削減するために利用でき
るツールへのアクセスを得ることができます。
AWS は、他のどの製品よりも、SOC 2、
PCI-DSS、HIPAA/HITECH、FedRAMP、GDPR、
FIPS 140-2、NIST 800-171 を含む多くのセキュ
リティ基準およびコンプライアンス認定に対応
しているため、お客様は世界中のほぼすべての
規制機関のコンプライアンス要件を満たすこと
ができます。
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IT インフラストラクチャを AWS に移行すると、責任共有モデルを採
用することになります。この共有モデルは、ホストオペレーティン
グシステムおよび仮想化レイヤーから、サービスが運用される施設
の物理的なセキュリティに至るまでの IT コンポーネントの各層を 
AWS が運用、管理、制御するため、お客様はオペレーション上の負
担を軽減することができます。IT 環境を運用する責任を AWS と分担
するのと同様に、IT 統制の管理、オペレーション、および検証も分
担します。 

つまり、AWS はクラウド「の」セキュリティに対して責任を負い、
お客様は、以下で詳細に説明するクラウド「内の」セキュリティに
対する責任を負うということになります。

AWS クラウドで提供されるすべ
てのサービスを実行するインフ
ラストラクチャを保護する責任
は AWS が負うものとします

お客様の責任は、お客様が選択
する AWS クラウドサービスによ
って決定されます

クラウド内のセ
キュリティ

クラウドのセ
キュリティ

責任の分担方法
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クラウド「の」セキュリティ
AWS はクラウド「の」セキュリティに対して責任を負います。お客様は、お客様の情報、
アイデンティティ、アプリケーション、デバイスを保護する AWS のデータセンターおよび
ネットワークから利点を得ることができ、世界中の規制当局のコンプライアンス要件を満
たすよう作成された最も包括的なコンプライアンス管理を継承します。

AWS 認定、プログラム、レポート、およびサードパーティーによる証明 
AWS は外部の認定機関および独立監査人と協力し、AWS が制定、運用するポリシー、プ

ロセス、統制に関する重要な情報を
お客様に提供しています。

プログラムの全リストについては、次をご覧ください。 
aws.amazon.com/compliance/programs 

AWS Security Assurance

責任共有モデルを介して、お客様が IT 環境でリスクを効率的かつ効果的に管理で
きるようにし、広く認知され確立されたフレームワークとプログラムに準拠する
ことで効果的なリスク管理を保証します。

世界各地のサービスと設備において効率的に運用しているユビキタスな統制環境を
維持しているということを検証するために、サードパーティーによる独立評価を依
頼します。

AWS の統制環境には、AWS 全体の統制環境のさまざまな面を利用するポリシー、
プロセス、および統制活動が含まれます。

aws.amazon.com/compliance/programs


「AWS が扱うセキュリティ認
定レベルを達成する方法は私
たちにはありませんでした。 

AWS クラウドにおける
顧客の論理的分離に大きく信

頼を寄せています。特に 
Amazon VPC により、当社の
特定の要件を満たすように仮
想ネットワーク環境を 

カスタマイズできます」。

- Michael Lockhart 氏
IT インフラストラクチャマネージャー
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この集合的統制環境は、統制フレームワー
クの効率的な運用を支える環境を構築し維
持するために必要な人員、プロセス、テク
ノロジーを網羅しています。クラウドコン
ピューティング業界の主要機関が特定した
クラウド固有の統制について、該当する項
目を統制環境に統合しました。これらの業
界団体をモニタリングして、お客様が実施
できるベストプラクティスを特定し、お客
様が統制環境を管理できるよう支援を強化
します。

私たちがコンプライアンスの姿勢を示すこ
とで、お客様は業界や政府の要求事項への
コンプライアンスを確認することができま
す。外部の認定機関および独立監査人と協
力し、弊社が制定、運用するポリシー、プ
ロセス、統制に関する重要な情報を提供し
ます。AWS Artifact であるセルフサービス
ポータルを介して、お客様に直接コンプラ
イアンス証明書、レポート、その他のドキ
ュメントを提供します。この情報は、該当
するコンプライアンス基準の下、必要に応
じて統制評価や検証手順を実行するために
使用できます。

当社が提供するリスクおよびコンプライア
ンスプログラムに関する情報を、お客様の
コンプライアンスフレームワークに組み込
むことができます。数千に及ぶセキュリテ
ィ管理を使用して、グローバルスタンダー
ドとベストプラクティスへの準拠を維持し
ているかモニタリングしています。



プライバシー

AWS はお客様のプライバシーを重視しています。コンテンツの暗号化、移
動、保持管理を含め、コンテンツは常にお客様が所有しています。移行中
もしくは保管時のデータを容易に暗号化できるツールも備えており、承認
されたユーザーのみが利用することができます。 

AWS を利用すると、お客様の組織に適用される地域およびローカルのデー
タプライバシー法および規制を遵守できるよう管理することができます。
当社のグローバルインフラストラクチャ設計により、データを物理的に保
管しているロケーションの完全なコントロールを維持し、データレジデン
シーの要件を満たすことができます。

AWS を利用することで、お客様のコンテンツにアクセスしている人、組織
が特定の瞬間にどのリソースを消費しているのかを知ることができます。 

アイデンティティとアクセスのきめ細かい制御と、ほぼリアルタイムでセ
キュリティ情報を提供するための継続的なモニタリングにより、情報がど
こに保存されていても、いつでもリソースに適切なレベルでアクセスでき
るようにします。 

お客様のシステム全体の設定変更やセキュリティイベントを検出するアク
ティビティモニタリングサービスを利用することで、リスクを低減し、成
長を可能にします。また、当社のサービスをお客様の既存のソリューショ
ンと統合することで、オペレーションやコンプライアンス報告を簡素化す
ることができます。 

詳細はこちら: aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq 
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アベイラビリティーゾーン

近日提供予定
リージョン

コンテンツの保存場所

AWS のデータセンターは世界各地でクラスター状に構築されています。特定のロケーションにあ
るそれぞれのデータセンタークラスターを「AWS リージョン」と呼んでいます。

世界各地にある数多くの AWS リージョンにアクセスすることができ、1 つの AWS リージョン、
すべての AWS リージョン、もしくは AWS リージョンを組み合わせて選択し、使用することがで
きます。 

お客様は、どの AWS リージョンにデータを物理的に保存するかを完全に管理することができ、
コンプライアンスやデータ保持の要件を満たすことができます。例えば、ヨーロッパのお客様の
場合、欧州 (フランクフルト) リージョンに限定して AWS のサービスをデプロイすることを選択
できます。この選択をすると、お客様のコンテンツは、別の AWS リージョンを選択しない
限り、ドイツに限定して保存されます。 
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業務継続性

当社のインフラストラクチャは高レベルの可用性を有しており、ユー
ザーがレジリエントな IT アーキテクチャをデプロイするのに必要な
機能があります。当社のサービスは、システムやハードウェアの
障害時、お客様への影響を最小限に抑えるように設計されています。 

AWS Business Continuity Plan では、環境に起因するサービス障害を
回避し軽減するための対策を定めています。これには、イベントの発
生前、発生中、発生後に取るべきオペレーションの詳細な手順が含ま
れます。AWS BCP は、さまざまなシナリオのシミュレーションなど
のテストにより強化されています。AWS ではテスト中およびテスト
後に、継続的な改善を目的として、チームの対応とプロセスの
効果性、是正するための対策、得られた教訓を文書化しています。

データセンターの概要

AWS は 2006 年、クラウドコンピューティングに
いち早く乗り出し、安全な構築とより迅速なイノ
ベーションを可能にするクラウドインフラストラ
クチャを開発しました。当社は人為的リスクおよ
び自然災害によるリスクからデータセンターを保
護するため、データセンターの設計とシステムを
革新し続けています。また、制御手段の実装、自
動化システムの構築を行い、サードパーティーに
よる監査を受け、セキュリティとコンプライアン
スを確保しています。結果、AWS は世界でも特に
厳しい規制を設けている各組織から常に信頼を得
ています。

クリックすると詳細が表示されます。
aws.amazon.com/compliance/data-center/
controls/ 
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災害復旧

AWS クラウドは、瞬時のスケールアップを可能にする「パイロットライト」環境から、高速なフェ
イルオーバーを可能にする「ホットスタンバイ」環境まで、多くの一般的な災害復旧アーキテクチ
ャをサポートします。 

アプリケーションを複数の AWS アベイラビリティゾーンに分散することにより、自然災害やシス
テム障害を含むほとんどの障害モードにおいても、レジリエンシーを維持することが可能になりま
す。重要なことは、すべてのデータセンターはオンライン状態でお客様にサービスを行っていると
いうことです。「コールド」の、停止状態のデータセンターは存在しません。 障害が発生した際に
は、自動プロセスによってトラフィックを影響の出たエリアから移動します。お客様は、AWS イン
フラストラクチャを使用することにより、第 2 の物理サイトのインフラストラクチャに掛かる費用
を捻出することなく、自社の重要な IT システムの早期の災害復旧が可能になります。AWS のイン
フラストラクチャに構築された情報システムのバックアップとリカバリの管理とテストは、お客様
が責任を負うことを念頭に置いてください。AWS では、CloudEndure Disaster Recovery を提供し
ます。これにより物理的、仮想的、およびクラウドベースのサーバーを AWS に迅速かつ確実に復
旧させることで、ダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えることができます。

クリックすると詳細が表示されます
aws.amazon.com/cloudendure-disaster-recovery/ 
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「AWS を利用すると AWS が処理
してくれるため、必要なインフラ
ストラクチャをサポートする負担
を軽減しながら、費用対効果の高
い方法で情報を保存することがで
きました。実に、私たちとお客様
の双方にメリットがあります」

- Michael Lockhart 氏
IT インフラストラクチャマネージャー

aws.amazon.com/cloudendure-disaster-recovery/


クラウド「内の」セキュリティ

AWS はクラウド「の」セキュリティで区別されていない重責を負っていますが、
AWS のお客様もクラウド「内の」セキュリティに対して責任を負っています。
お客様は、アップデートやセキュリティパッチのインストールなど、ゲストのオ
ペレーティングシステムを管理する責任があります。また、関連するアプリケー
ションソフトウェアの管理や、選択したファイアウォールを設定する責任もあり
ます。お客様の責任範囲は、選択する AWS のサービス、IT 環境へどのように
サービス統合するか、適用可能な法律および規制に応じて異なります。

1. インベントリとリソースの管理を自動化して、何があるのかを把握し、
適切に確保します。 

2. リソース上でゲストの OS とアプリケーションを安全に設定します (安全
な構成設定、パッチ適用、マルウェア対策)。 

3. リソースの変更をコントロールします (変更マネジメント)。

4. インシデント対応と災害対策計画を作成し、自動化します。

AWS リソースを安全に管理するために、次の 4 つを行なう必要があります。
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AWS のセキュリティとアイデンティティサービス 

AWS では、お客様がクラウド「内」でセキュリティを確立するた
めに、革新的なセキュリティサービスが幅広く提供されているた
め、お客様自身のセキュリティ要件や規制要件を簡単に満たすこ
とができます。当社のセキュリティサービスおよびソリューショ
ンは、お客様の組織が最適なセキュリティ体制を実施する上で重
要となる次の分野において、重要な戦略的利点を実現することに
重点を置いています。

Identity and Access Management

AWS Identity サービスを利用することで、アイデンティティ、リソース、
許可を大規模かつ安全に管理することができます。AWS では、ワークフ
ォースやお客様向けアプリケーション用のアイデンティティサービスが用
意されているので、すぐに使い始めることができ、ワークロードやアプリ
ケーションへのアクセスを管理することができます。また、AWS では、
次のようなサービスを利用して自由度も得られます。 
IAM Access Analyzer では、従業員のアイデンティティと認証情報をどこ
で管理するかを選択し、適切なアクセスを適切な人に適切なタイミングで
付与するためのきめ細かな許可を設定します。AWS Identity & Access 
Management (IAM) のようなサービスでは、AWS のサービスやリソース
へのアクセスを安全に管理することができ、AWS Organizations では、
AWS アカウント全体のガバナンスや管理を一元化することが
でき、AWS Single Sign-On (SSO)では、クラウドのシングルサインオン
サービスを有効にすることができます。

「セキュリティおよび Identity and Access Management 
を適切に管理すれば、透明性が高く信頼できる環境が構
築され、エンジニアは製品に注力できます。これが、

AWS IAM を使って、監査可能なセルフサービスのセキュ
リティ基盤を導入した理由です」

- Rob Witoff 氏
ディレクター
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エッジとネットワーク保護

お客様は、作成したルールに基づき、トラフィックをフィルターする AWS のサービスを使用
して、ウェブアプリケーションを保護できます。例えば、IP アドレス、HTTP ヘッダー、
HTTP ボディ、または URI 文字列に基づいてウェブリクエストをフィルタリングすることで、
SQL インジェクションまたはクロスサイトスクリプティングなどの一般的な攻撃パターンを
ブロックすることができます。AWS Web Application Firewall (WAF) を使用してウェブアプ
リケーションを一般的なウェブの悪用から保護し、AWS Shield で DDoS 保護を管理し、
AWS Firewall Manager で AWS Organizations のアカウントやアプリケーション全体のファイ
アウォールのルールを一元的に設定して管理し、AWS Network Firewall を使用して数回のク
リックで Amazon VPC 全体にネットワークセキュリティをデプロイします。

データ保護

AWS では、お客様のデータ、アカウント、ワークロードを不正なアクセ
スから保護するサービスを提供しています。

AWS データ保護サービスでは、暗号化、キー管理、脅威の検出を行い、
お客様のアカウントとワークロードを継続的にモニタリングし、保護しま
す。当社のデータ保護サービスを使用することで、Amazon Macie を使
って大規模に機密データを発見し保護することができ、AWS Key 
Management Service (KMS) を使ってデータの暗号化やデジタル署名に
使用するキーを簡単に作成および管理したり、AWS Secrets Manager を
使って秘密事項をローテーション、管理、取得したり、AWS CloudHSM 
を使って独自の暗号化キーを簡単に生成、使用したり、AWS Certificate 
Manager を使ってパブリック証明書やプライベート証明書を簡単にプロ
ビジョニング、管理、デプロイすることができます。
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脅威の検出と管理

AWS によって、クラウド環境内のネットワー
ク活動やアカウントの行動を継続的にモニタ
リングすることで、脅威を特定することがで
きます。当社のサービスを使用することで、
ビジネスに影響が及ぶ前に問題を検出し、セ
キュリティ体制を改善し、環境のリスクプロ
ファイルを軽減するために必要な可視性が得
られます。Amazon GuardDuty をマネージ
ド脅威検出サービスとして使用し、Amazon 
Detective をセキュリティデータの分析と可
視化に使用して、潜在的なセキュリティ問題
の根本原因を迅速に把握し、Amazon 
Inspector をセキュリティ評価の自動化に使
用して、AWS にデプロイされたアプリケーシ 
ョンのセキュリティとコンプライアンスの改
善を支援し、AWS Security Hub をセキュリ
ティとコンプライアンスの統合センターとし
て使用して、セキュリティアラートを一元的
に表示し管理して、セキュリティチェックを
自動化することができます。

AWS セキュリティとアイデンティティサー
ビスの詳細情報は、次をご覧ください。
aws.amazon.com/products/security

コンプライアンスとデータプライバ
シー、Amazon Security Hub、
Systems Manager、および
CloudWatch

AAWS では、コンプライアンスの状態を包括的
に確認できます。さらに、AWS のベストプラク
ティスとお客様の組織が従う業界の標準に基づ
いて、自動化されたコンプライアンスチェック
を使用して環境を継続的にモニタリングできま
す。AWS Audit Manager を使用して、AWS の
利用状況を継続的に監査し、リスクとコンプラ
イアンスの評価方法を簡素化できます。AWS
CloudTrail では、ユーザーの活動と API の利用
状況を追跡できます。AWS Config では、AWS
リソースの構成を記録し、評価できます。そし
て、AWS Artifact は、AWS のコンプライアン
スレポートにオンデマンドでアクセスするため
のセルフサービスポータルです。AWS Security
Hub の基本的セキュリティのベストプラクティ
ス基準を使用して、デプロイしたアカウントや
リソースがセキュリティのベストプラクティス
から逸脱した場合に検出したり、Config 適合パ
ックを使用して、理想的な構成設定と比較して
AWS リソースの構成設定を評価することもでき
ます。

対象範囲内の AWS サービス 

予想されるユースケース、フィードバック、需
要に基づいて、コンプライアンスプログラムの
対象範囲にサービスを含めています。AWS に構
築するものの性質に基づいて、そのサービスが
お客様データを処理または保存するかどうか、
お客様のデータ環境のコンプライアンスにどの
ような影響を与えるか、または与えないかを判
断する必要があります。

詳細情報については、「対象範囲内のサービス」
ウェブページをご覧ください。
aws.amazon.com/compliance/services-in-scope 
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AWS への移行戦略を作成する場合、あるいは AWS の既存のワークロー
ドを見直す場合に、強固なセキュリティ基盤を構築するのに役立つ、
業界で認められた規格やフレームワークが数多くあります。 

CIS、ISO 27001、NIST サイバーセキュリティフレームワーク (CSF) のよ
うなフレームワークでは、 IT ガバナンスやセキュリティ管理システム
を構築する構造的なアプローチを提供し、AWS Security Hub では、
これらの規格に対する自動セキュリティチェックを提供します。
AWS では、AWS クラウド導入フレームワーク、AWS Well-Architected、
AWS の基本的なセキュリティのベストプラクティスの基準を通じて、
独自のベストプラクティスガイダンスも提供しています。

クラウド「内の」セキュリ
ティにおける AWS のベス
トプラクティス
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AWS への移行: AWS クラウド導入フレームワーク

AWS Professional Services では、数千ものお客様の移行に基づいてクラウド
導入フレームワーク (CAF) を作成し、組織がクラウドへの移行を成功させ、
安全に行うための計画を支援しています。各組織が進む道は異なるため、
事前に計画し、ビジネス目標と期待する成果を正しいプロセスとテクノロジ
ーに結び付けることが重要です。CAF は、多くの組織に適用する一般原則に
基づき、計画や戦略的考慮事項に用いられる 6 つの視点を中心に構成されて
います。ビジネス、人材、ガバナンスの 3 つの視点は、ビジネス能力を重要
視し、プラットフォーム、セキュリティ、オペレーションという視点は、技
術的側面を考慮しています。この 6 つの視点を組み合わせることで、組織の
リーダーは、適切なステークホルダーを特定し、既存の能力やプロセスとの
ギャップを明らかにすることで、クラウドへの移行を計画し指示することが
できます。 

CAF のセキュリティの視点では、クラウド導入の過程で、AWS が企業のお客
様と協力した経験を捉えています。識別と選択を管理するためのリスクベー
スのアプローチをどのように構築するか (例えば、セキュリティカートグラフ
ィーの構築)、反復による成熟を可能にするセキュリティプログラムをどのよ
うに構築するか、そして AWS がお客様に AWS クラウドでのセキュリティモ
デルの設定をどのようにアドバイスするかについて詳細に説明しています。 

セキュリティの視点の機能:

• Identity and Access Management (IAM) によって、お客様は AWS をアイデン
ティティマネジメントのライフサイクルや、認可および認証のソースに統合す
ることができます。
• Detective コントロールでは、AWS 環境内の潜在的なセキュリティインシデ
ントを特定するためのガイダンスが提供されます。
• インフラストラクチャセキュリティは、お客様がベストプラクティスに準拠
し、業界や規制上の義務を果たすために必要な管理方法の実施を支援します。
• データ保護により、お客様は移行中や保管時のデータを保護する適切な保護
対策を実施することができます。
• インシデント対応により、お客様はセキュリティインシデントへの対応を定
義し、実行することができます。

参考資料: AWS クラウド導入フレームワーク: aws.amazon.com/professional-services/CAF/ 
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AWS クラウド導入フレームワーク: aws.amazon.com/professional-services/CAF/ 

安全で回復力のあるワークロードのためのベストプラクティス: 
AWS Well-Architected 

AWS Well-Architected は AWS マネジメントコンソールで利用できるベストプラク
ティスとツールがセットになったもので、「私は Well-Architected か (十分にアー
キテクチャされているか)」という質問に回答することができます。
Well-Architected は、お客様のインフラストラクチャ、システム、データ、プロセ
スといったワークロードレベルに焦点を当て、5 つの主要な柱を検証します。

セキュリティの柱には 5 つ要素があります。

Well-Architected は、これらのコアセキュリティのプラクティスをワ
ークロードで確実に実施するために、安全な実装のためのガイダン
スと、適切な AWS のサービスへのアプローチを提供します。これら
の要素は、CAF のセキュリティの視点の要素と類似していることに
気が付くかもしれません。というのも、戦略レベルで特定された能
力のギャップは、技術的なレイヤーで対処すべきだからです。ビジ
ネス要件から技術的アーキテクチャやオペレーションに至るまでの
トレーサビリティは、セキュリティが組織のあらゆるレベルで適用
され、ビジネスニーズを満たしていることを確認するための重要な
要素です。

•  運用上の優秀性
•  セキュリティ
•  信頼性
•  パフォーマンス効率
•  コスト最適化

•  Identity and Access Management
•  検出
•  インフラストラクチャの保護
•  データの保護
•  インシデント対応
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現在では、AWS WA Tool を利用して、AWS Well-Architected Framework 
のベストプラクティスを使用してワークロードを文書化し、測定するこ
とができます。これらのベストプラクティスは、AWS Well-Architected 
Framework が、さまざまな企業のソリューションを構築してきた長年
の経験に基づいて作成したものです。このフレームワークは、アーキテ
クチャを測定するために一貫したアプローチを提供し、長期的なニーズ

AWS Well-Architected Tool (AWS WA Tool) は、AWS マネジメント
コンソールを通じて利用できるサービスで、AWS のベストプラクテ
ィスを利用してお客様のアーキテクチャを測定するためのプロセス
を一貫して提供します。AWS WA Tool は、以下のように製品のライ
フサイクル全体をサポートします。

- 行った意思決定を文書化する支援

- ベストプラクティスに基づいてワークロードを向上させるレコメ
ンデーションの提供

- ワークロードを信頼性が高く、より安全かつ効率的で、コスト効
率性に優れたものにするための指針

に合わせて拡大縮小する設計の実装に役立つガイダンスも提供します。

参考資料:

AWS Well-Architected Framework の概要:
aws.amazon.com/architecture/well-architected/  

Well-Architected フレームワークのセキュリティの柱: 
docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/welcome.html  

AWS Well-Architected Tool:
aws.amazon.com/well-architected-tool/  

Well-Architected Tool の開始方法: 
docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/getting-started.html  
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docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/getting-started.html


「テレヘルス業界では機密のヘルス情報を扱
うため、セキュリティが最重要課題になります。

AWS は、現在私たちの業務に間違いなく必要です。
セキュリティとコンプライアンスは最低限必要な要

素です。これがない限り、話になりません」。   

- Cory Costley 氏
最高製品責任者

その他のお客様の声は、当ウェブサイトでご覧いただ
けます。 aws.amazon.com/compliance/testimonials/ 

AWS セキュリティのベストプラクティスのチェック
の自動化: AWS Security Hub の基本的セキュリティ
のベストプラクティス基準  

AWS の基本的セキュリティのベストプラクティス基準は、デプロイ
されたアカウントやリソースがセキュリティのベストプラクティス
から逸脱していることを検知する一連のコントロールです。基準に
よって、すべての AWS アカウントとワークロードを継続的に評価し
、ベストプラクティスから逸脱している部分を迅速に特定すること
ができます。組織のセキュリティ体制を改善および維持するための
実用的で規範的なガイダンスを提供します。

参考資料:

AWS の基本的なセキュリティのベストプラクティス基準: 
docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp.html
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docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp.html
aws.amazon.com/compliance/testimonials/


ベンダーに依存しないサイバーセキュ
リティガイダンス: NIST サイバーセキ
ュリティフレームワーク

ビジネスニーズ、規制コンプライアンスの義務、
技術的要件に応じて、セキュリティ戦略は、セキ
ュリティ責任共有モデルへの移行に伴って変更さ
れる可能性があります。セキュリティプログラム
を重要なフレームワークサイバーセキュリティ向
上のための NIST フレームワーク (CSF) といった
業界のフレームワークに合わせることで、ビジネ
スのあらゆる側面でセキュリティを考慮している
ことを確認することができます。また、これによ
り人々が (肯定的または否定的にも) 感情的な結
びつきを持つ既存のソリューションとの比較では
なく、偏りのないセキュリティ目標に基づいて、
新技術を評価することができます。組織のセキュ
リティプログラムに既にフレームワークを使用し
ているのが理想的ですが、そうでない場合は、
CSF を検討していただけます。 

しかし、情報セキュリティマネジメントシステム
の ISO 27001:2013 や COBIT など他に有名な規格
があるのに、なぜ CSF なのでしょうか？ ここでは
どんなフレームワークを採用しても構いませんが
、CSF は組織全体のサイバーセキュリティリスク
を理解し、伝達するための無料でシンプルかつ効
果的な手法を提供しています。技術や業界にとら
われないアプローチにより、取締役会レベルから 
DevSecOps チームまで、ビジネス全体で使用でき
る共通の分類体系を実現しています。CSF の手法
を全面的に採用しない場合でも、5 つの中核機能
である Identify (識別)、Protect (保護)、Detect (検
出)、Respond (対応)、Recover (復旧) は容易に理解
でき、ビジネスで必要とされる他の基準や管理要
件にマッピングすることができます。CSF は、国
際的に業界を超えて採用されています。

参考資料:

AWS におけるクラウドガバナンスの最適化。 
NIST サイバーセキュリティフレームワーク、 
AWS クラウド導入フレームワーク、および 
AWS Well-Architected の統合。 
aws.amazon.com/blogs/security/optimizing-
cloud-governance-on-aws-integrating-the-nist-
cybersecurity-framework-aws-cloud-adoption-
framework-and-aws-well-architected/ 

AWS クラウドにおける NIST CSF への統合。 
d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/NIS 
T_Cybersecurity_Framework_CSF.pdf  
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aws.amazon.com/blogs/security/optimizing-cloud-governance-on-aws-integrating-the-nist-cybersecurity-framework-aws-cloud-adoption-framework-and-aws-well-architected/
d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/NIS T_Cybersecurity_Framework_CSF.pdf


すべてを 1 つにまとめる

組織のセキュリティには、万能のアプローチはなく、技術的な側面だ
けに限られるものでもありません。要件とビジネスの背景を評価し、
ギャップとサイバーセキュリティのリスクを理解して、安全なアーキ
テクチャのための試行錯誤のプラクティスを適用することで、ガバナ
ンスからオペレーションに至るまで、組織のプラクティス全体にセキ
ュリティを組み込むことが可能になります。

サービス固有のセキュリティガイダンス

各 AWS サービスには、 AWS ドキュメントのウェブサイトにセキュ
リティガイダンスが用意されています。このドキュメントでは、セ
キュリティとコンプライアンスの目標を達成するために、AWS サー
ビスを設定する方法を 紹介しています。

docs.aws.amazon.com/security/ 
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AWS のお客様として気が付く利点の 1 つは、セキュリティパートナーやソリ
ューションの幅広いネットワークへのアクセスです。これらは既によく知ら
れており、独自の AWS セキュリティおよびコンプライアンスサービスとシー
ムレスに連携します。

AWS パートナーネットワーク (APN) ソリューションによって、自動化と俊敏
性を実現し、お客様のワークロードに合わせてスケーリングすることができ
るため、お客様は必要な分だけ、使用した分だけを支払うことができます。
既に知っていて信頼しているセキュリティコンピテンシーパートナーのテク
ノロジーやコンサルティングサービスを利用することで、AWS の利点を拡大
することができます。初期の移行から日々のオペレーションまで、APN パー
トナーは深い専門知識を活用して、クラウド導入の各段階を確実にできるよ
う支援します。   

AWS セキュリティコンピテンシーパートナーと合わせて、APN のテクノロジ
ーパートナーおよびコンサルティングパートナーのグローバルリストから選
択してください。その多くは、お客様特有のワークロードやユースケースに
対して、セキュリティに特化したソリューションやサービスを提供すること
を専門としています。APN パートナーのソリューションにより、ワークロー
ドの俊敏性、自動化、およびスケーリングを活用し、AWS Marketplace を利用
して、SaaS (Software-as-a-Service) 製品を含むパートナーのクラウドソリュー
ションを簡単かつ迅速に検索、購入、デプロイ、管理することができます。

クリックすると詳細が表示されます。
aws.amazon.com/security/partner-solutions と 
aws.amazon.com/marketplace/solutions/security  

パートナーと Marketplace
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aws.amazon.com/marketplace/solutions/security


AWS セキュリティブログとソーシャ
ルメディア

セキュリティ、アイデンティティ、コン
プライアンスアーキテクチャセンター

AWS インフラストラクチャとドキュメント、ブロ
グ、動画、およびその他のリソースを使用するサ ー
ビスを利用して、お客様のセキュリティとコンプラ
イアンスの目標を達成する方法を学んでください。

以下の場所にアクセスしてください。
aws.amazon.com/architecture/security-
identity-compliance

aws.amazon.com/blogs/security でご覧いただけ
る AWS セキュリティブログをフォローして、 
AWS セキュリティのサービスのアップデート、
発表、革新的なソリューションなど最新情報を
入手してください。 

Twitter でフォローしてください: 
twitter.com/awssecurityinfo と 
twitter.com/awsidentity  

AWS トレーニングと認定 

初心者の方も、IT のスキルアップをしたい方も、
クラウド知識に磨きをかけたい方も、AWS トレー
ニングにより自身やチームが理解を深め、さらに
効果的にクラウドを使用できるようになります。 
www.aws.training をご覧ください   

AWS Certified Security - Specialty は、AWS ワーク
ロードを確保する少なくとも 2 年間の実践的な経
験を持ち、セキュリティの役割を果たす個人を対
象としています。

以下の場所にアクセスしてください。
aws.amazon.com/certification/certified-security-specialty 

その他のリソース
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aws.amazon.com/blogs/security
aws.amazon.com/architecture/security-
identity-compliance
twitter.com/awssecurityinfo
twitter.com/awsidentity
www.aws.training
aws.amazon.com/certi%EF%AC%81cation/certi%EF%AC%81ed-security-specialty


AWS クラウド監査アカデミー

クラウド監査アカデミー (CAA) は、監査、リスク、コンプライアン
スの役割に従事し、クラウドの規制対象ワークロードの評価に関わ

ラクチャへのネットワークアクセスを保護する方法など、AWS クラ
ウドセキュリティの基本的概念を学ぶ無料のセルフペースコースで

る人を対象としています。CAA のカリキュラムは、(クラウドや業界
にとらわれない) 広い範囲から始まり、学習者が進むにつれて AWS 

や業界に特化した内容に絞られていく、平準化された学習パスを形
成しています。

以下の場所にアクセスしてください。 
aws.amazon.com/compliance/auditor-learning-path 

AWS セキュリティの基礎

AWS アクセスコントロール、データ暗号化方法、AWS インフラスト

す。AWS クラウドにおけるお客様のセキュリティ責任と、利用可能
なさまざまなセキュリティ指向のサービスについて取り上げます。

以下の場所にアクセスしてください。 
aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-fundamentals 

AWS Professional Services 

AWS Professional Services 組織は、グローバルなエキスパートのチーム
であり、AWS クラウドを使用してビジネス成果の目標を達成できるよ
うお客様を支援します。チームは、さまざまなソリューション、テクノ
ロジー、業界をカバーするグローバルな専門プラクティスを通じて、重
点的なガイダンスを提供しています。クラウドへの移行や、AWS や業
界のベストプラクティスに従って既存のアカウントやワークロードのセ
キュリティを確保するために役立つ、セキュリティに焦点を当てたさま
ざまなサービスを提供しています。

以下の場所にアクセスしてください。 aws.amazon.com/professional-services/  

AWS Well-Architected セキュリティラボ 

セキュリティラボは、アーキテクチャーのベストプラクティスを用い
て学習、測定、構築するのに役立つハンズオンラボ形式のドキュメント
とコードです。ラボはレベル分けされており、100 は入門、
200/300 は中級、400 は上級となっています。

以下の場所にアクセスしてください。 wellarchitectedlabs.com/security  
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aws.amazon.com/compliance/auditor-learning-path
aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-fundamentals
aws.amazon.com/professional-services/
wellarchitectedlabs.com/security


AWS セキュリティとコンプライアンスクイック
リファレンスガイドをご覧いただきありがとうございました。

追加情報は、AWS セキュリティおよびコンプライアンスのウェブサイトをご覧ください。 
aws.amazon.com/security/ 

また、セキュリティサービスに関する情報は、こちらをご覧ください。 
aws.amazon.com/products/security/  
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