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注意 

本文書は情報提供のみを目的としています。本文書は、発行時点における

AWS の製品と対応を説明するものであり、予告なく変更される場合がありま

す。お客様は、本文書の情報および AWS 製品またはサービスの利用について、

ご自身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。本文書のいかなる内容も、AWS とその関係会社、サプ

ライヤー、またはライセンサーからの保証、表明、および契約上の責任、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 とお客様との間のい

かなる契約の一部も構成するものではなく、また、当該契約が本文書によって

変更されることもありません。 
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要約 

このホワイトペーパーは、AWS で実行するアプリケーションにセキュリティ

統制を実装しているアマゾン ウェブ サービス (AWS) の既存のお客様と、その

ような実装をご検討中のお客様を対象としています。本書では、AWS でアプ

リケーションをデプロイする際のマネージドサービスアプローチを開発したり、

実装したりするためのガイドラインを提供します。このガイドラインを活用す

ると、エンタープライズ分野のお客様は、使用中のアプリケーションのデプロ

イメント、承認、および監視に関するプロセスの迅速化を可能にしつつ、アプ

リケーションにより優れた管理機能を実装できます。 

 

このホワイトペーパーの対象読者は、IT 部門の意思決定者とセキュリティ担当

者です。基本的なネットワーク関連業務、オペレーティングシステム、データ

暗号化、および運用上のセキュリティ対策に精通していることを前提としてい

ます。 

 

はじめに 

ガバナンスには、組織のミッション、長期的な目標、責任、および意思決定が

含まれます。ガートナー社では、ガバナンスを「組織が自らの目標を達成する

上で、IT を効果的かつ効率的に使用するようにするプロセス」1と説明してい

ます。効果的なガバナンス戦略では、目標を達成するためのフレームワークと、

そのようなフレームワークを作成する意思決定者を定義します。 
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• フレームワーク – IT 関連の意思決定を行う際に一貫性を確保するための

ポリシー、原則、およびガイドライン。 

• 意思決定者 – IT 関連の意思決定に対する責任および説明責任を負う組織

または個人。 

適切に開発されたフレームワークにより、効率が良く、安全で、法令を遵守す

る技術に基づいた環境が最終的には整備できます。このホワイトペーパーでは、

以下の概念と対策を取り入れることによって、このようなフレームワークを開

発し、自動化する方法を説明しています。 

 

• 一元化されたクラウドガバナンスモデルの一部であるマネージドサービ

ス組織 (MSO) 

• AWS 責任共有モデルにおいてお客様が担当する MSO の役割と責任 

• AWS での共有サービスと Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 

の使用 

• AWS でデプロイされているアプリケーションに対する最小限の設定要件

を確立するためのアーキテクチャベースライン 

• アプリケーションのデプロイメントを容易にし、コンプライアンスへの

認定を簡素化する自動化機能 

  

https://aws.amazon.com/jp/vpc/
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責任共有環境 

IT インフラストラクチャーを AWS のサービスに移動させることにより、お客

様と AWS の間に責任共有モデルが作成されます。この共有モデルは、お客様

の運用上の負担軽減に役立ちます。その理由として、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 コンポーネントを AWS が運用、管理、および制

御することが挙げられます。 

 

お客様は、ゲストオペレーティングシステム (アップデートとセキュリティ

パッチの適用に関する責任を含む) とその他の関連アプリケーションソフト

ウェアの管理、および AWS が提供するセキュリティグループファイアウォー

ルの設定に対する責任を負います。お客様の責任範囲は、使用するサービス、

そのサービスの IT 環境への統合、および適用される法令に応じて異なります。

そのため、お客様はサービスを選択する際に、注意深く検討する必要がありま

す。 
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図 1 : AWS 責任共有モデル 

 

お客様と AWS 間の責任共有モデルは、IT 統制にも適用されます。AWS とお客

様は、IT 環境の運営に対する責任を共有するのと同様に、IT 統制の管理、運

用、および検証も共有します。AWS は、AWS 環境にデプロイされた物理イン

フラストラクチャーに関連する統制を管理します。これまではお客様によって

管理されていたインフラストラクチャーを AWS が管理することによって、統

制を運用する際のお客様の負担を軽減することを支援します。お客様は特定の 

IT 統制の管理を AWS に移行することができます。その結果、(新しい) 分散さ

れた統制環境が確立されます。その後、お客様は AWS が提供する統制とコン

プライアンスに関するドキュメントを使用して、適用されるコンプライアンス

標準に基づいて必要とされる統制についての評価手順と検証手順を実行できま

す。 
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コンプライアンス要件 

AWS が提供するインフラストラクチャーとサービスの運用については、多数

のコンプライアンス標準と業界の認証を取得しています。ただし、認証の対象

となるのは、責任共有モデルの AWS 側のみです。AWS が提供するサービス上

にデプロイされたワークロードへの認証と認定の取得については、お客様の責

任となります。 

 

次の一般的なコンプライアンス標準には、お客様が考慮する必要がある固有の

要件があります。 

 

• NIST SP 800-532 – 米国国立標準技術研究所 (NIST) 発行の NIST SP 

800-53 は、米国連邦政府機関の大部分が準拠しなければならないセキュ

リティ統制の一覧で、民間企業でも幅広く使用されています。連邦情報処理

規格 (FIPS) に従ったリスク管理フレームワークを規定しています。 

• FedRAMP3 – セキュリティ評価、認証、および継続的なモニタリングに

関する標準を実現するために米国政府が作成したプログラムです。

FedRAMP は、NIST 800-53 のセキュリティ統制標準に準拠しています。 

• DoD Cloud Security Model (CSM)4 – 米国国防情報システム局 

(DISA) によって策定され、米国国防総省 (DoD) の Security 

Requirements Guide (SRG) に記載されているクラウドコンピューティン

グ向けの標準です。インパクトレベルに応じて、固有のアーキテクチャ

要件を備える DoD ワークロード所有者のための認証プロセスを規定して

います。 
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• HIPAA5 – 米国における医療保険の相互運用性と説明責任に関する法令 

(HIPAA) には、保護対象医療情報 (PHI) を処理または保存する組織に対

する厳格なセキュリティおよびコンプライアンスの標準が記載されてい

ます。 

• ISO 270016 – ISO 27001 は幅広く採用されている世界的なセキュリティ

標準で、情報セキュリティ管理システムに対する要件がまとめられてい

ます。この標準では、定期的なリスク評価に基づいた、会社および顧客

情報の管理に対する体系的なアプローチを規定しています。 

• PCI DSS7 – PCI データセキュリティ基準 (PCI DSS) は、クレジットカー

ドによる支払いを処理する業者向けの厳格なセキュリティ標準で、不正

行為の防止とカード所有者のデータ保護を目的としています。 

クラウドでのシステムの評価は、コンプライアンス要件に沿ったアーキテク

チャ標準が存在しない限り、困難なものとなり得ます。このような基準は、シ

ステムの本番稼働の承認に対し、厳格なコンプライアンス基準を満たしている

ことを証明する必要があるお客様にとっては特に重要になります。 

 

コンプライアンスとガバナンス 

AWS のお客様には、IT 統制環境が従来のデータセンター、またはクラウドの

どちらにデプロイされているかに関わらず、IT 統制環境全体に対する適切なガ

バナンスを継続的に維持することが求められます。ガバナンスで実施する主な

内容は次のとおりです。 
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• 必要とされる法規の遵守目的と要件 (関連する情報源からのもの) を理解

する 

• そのような目的と要件を満たす統制環境を確立する 

• 組織のリスク許容度に基づいて、必要とされる検証を理解する 

• 統制環境について運用上の有効性を検証する 

AWS クラウドでのデプロイメントには、さまざまなタイプの統制方法と検証

方法を適用するオプションが用意されています。 

ワークロード所有者は、次のような基本的なステップに従って強固なガバナン

スとコンプライアンスを確保できます。 

1. AWS およびその他の情報源からの情報を検討して全体的な IT 環境を理

解します。 

2. すべてのコンプライアンス要件を文書化します。 

3. 組織のコンプライアンス要件を満たす統制目標を設計し、実施します。 

4. 外部当事者が所有する統制を特定し、文書化します。 

5. すべての統制目標が達成されており、主要な統制がすべて設計済みで効

率的に運用されていることを検証します。 

このようなコンプライアンスとガバナンスへのアプローチにより、お客様は使

用中の統制環境をより深く理解し、実行する必要がある検証活動を明確に定義

することが容易になります。 
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クラウドにおけるガバナンスの詳細については、Security at Scale: Governance 

in AWS8 を参照してください。 

 

ガバナンス用アーキテクチャの設計時の課題 

AWS では、お客様がクラウド内のアプリケーションのためのアーキテクチャ

を設計する方法について高レベルの柔軟性を提供します。AWS では、伸縮性、

可用性、およびセキュリティのための設計方法を説明するホワイトペーパー、

ユーザーガイド、API リファレンス、およびその他のリソースにベストプラク

ティスを記載しています。ただし、これらのリソースだけでは、不十分な設計

や不適切な設定を防ぐことはできません。セキュリティに影響を与えるアーキ

テクチャ上の決定は、顧客データまたは個人情報をリスクにさらし、法的責任

を引き起こす可能性があります。 

 

以下の課題を考慮する必要があります。 

 

• さまざまなアーキテクチャの選択肢がありつつも、法令の順守が可能な

単一のワークロードの構築 

• このような別々のアーキテクチャを個別に評価する必要性 

• 高レベルの柔軟性はエラーの余地を残し、重大なミスはアプリケーショ

ンの再デプロイメントでのみ解決可能 

• セキュリティアナリストが、アーキテクチャに関する多数の決定につい

て、それぞれの相違を理解していない可能性 

 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_at_Scale_Governance_in_AWS.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_at_Scale_Governance_in_AWS.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Security_at_Scale_Governance_in_AWS_Whitepaper.pdf
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ラーニングカーブ 

AWS 内でアプリケーションをデプロイすることにより、ワークロード所有者

と開発者は、オペレーティングシステムとソフトウェアよりもはるかに優れた

レベルでリソースを統制し、アクセスできます。しかし、AWS を初めて利用

するワークロード所有者と開発者は、アーキテクチャ構築時に必要となる決定

の数に圧倒されるかもしれません。そのようなアーキテクチャに関する決定に

は、以下の項目への対応方法が含まれます。 

 

• Amazon VPC の構造とネットワーク管理 

• AWS Identity and Access Management (IAM) の設定、ポリシー、パー

ミッション。Amazon Simple Storage Service (S3) バケットポリシー 

• ストレージとデータベースのオプション 

• ロードバランシング 

• 監視オプション、アラート、タグ付け 

• ワークロードまたは AWS のサービスによって生成されたログの集約、分

析、および保管に関する考慮事項 

  



アマゾン ウェブ サービス – AWS でのガバナンスの自動化 2015 年 8 月 

13/54 ページ 

マネージドサービス組織の設置 

ガバナンスを実装するため、AWS のお客様はそれぞれの組織内で、レガシー

アプリケーションの移行と新しいアプリケーションの開発を促進する一元化さ

れたチームを確立し始めています。このようなチームは、プロビジョニング

チーム、センターオブエクセレンス (CoE)、ブローカーと呼ぶことができます

が、最も一般的にはマネージドサービス組織 (MSO) と呼ばれ、当社でもこの

用語を使用しています。お客様は、使用中の企業アプリケーションに対する組

織的な統制を維持しながら、AWS にアプリケーションをデプロイするための

繰り返し実行可能なプロセスとテンプレートを確立するために MSO を使用し

ます。MSO の業務が外部に委託される場合、MSO は一般的にマネージドサー

ビスパートナー (MSP) と呼ばれます。当社のマネージドサービスプログラムに

基づいて AWS によって、多くの MSP が検証されています。9 

 

企業のクラウドガバナンスモデルを理解することは、アカウント、Amazon 

VPC、およびアプリケーションに対するプロビジョニング戦略を見極め、この

ようなプロセスを自動化する方法を決定するために重要です。大企業では通常、

クラウド運用をある程度一元的に管理しています。集中管理と分散統制の間で

最適なバランスを見つけることが大切です。10 

一元化されたガバナンスモデルでは、MSO がクラウドでアプリケーションを

デプロイしているワークロード所有者に最低限の要件を提供します。 

 

• セキュリティ、データ保護、災害復旧のための対策 

• セキュリティ、継続的なモニタリング、接続性、認証のための共有サービス 
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• セキュリティおよびコンプライアンス標準への準拠を確保するための

ワークロード所有者のデプロイメントの監査 

多くの大企業では通常、アプリケーションのデプロイメントに関与するクラウ

ドガバナンスロールが 2 組存在します。 

 

• MSO - 前述の一元化されたクラウドガバナンスの構成要素。アカウント

プロビジョニング、接続性と Amazon VPC ネットワークの確立、セキュ

リティ監査、共有サービスのホスト、請求およびコスト管理などに責任

を負います。 

• ワークロード所有者 - アプリケーションのデプロイメント、開発、およ

びメンテナンスに対して直接的な責任を負う人物。ワークロード所有者

はコストセンターまたは部門のような組織であることもあり、システム

管理者、開発者、および 1 つ、または複数のアプリケーションに対して

直接的な責任を負うその他の人物が含まれる場合があります。 

エンタープライズ分野のお客様は、アプリケーションが安全で法令に遵守した

方法でデプロイされることを実現するために一元化できる共通の機能が存在す

る場合に MSO を設置します。MSO は、承認済みの設定を再利用することに

よって移行の進捗を早めることも可能です。また、組織的なセキュリティ要件

の自動化された実装を通じてコンプライアンスを確保しつつ、開発時間と承認

時間を最低限に抑えます。 
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図 2 : CSP、MSO、およびワークロード所有者間での責任共有 

 

MSO の追加により、ワークロード所有者が認証可能なドキュメントの範囲を、

特定のアプリケーションに関するソフトウェアの設定とインストールのみに限

定することが可能です。これは、ワークロード所有者がセキュリティ統制の実

装の大部分を AWS と組織の MSO から継承しているため非常に重要です。

MSO の設置には事前作業がある程度必要となります。しかし、この先行投資

により、アプリケーションに対する統制の強化、デプロイメント作業の迅速化、

認証時間の短縮化、および企業のセキュリティ状況の全体的な向上が実現でき

ます。 

 

MSO の一般的な活動  

AWS のお客様によって導入された MSO では、次の活動が頻繁に行われます。 
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• アカウントプロビジョニング。ワークロード所有者のユースケースをレ

ビューした後、MSO は初期アカウントを開設し、このアカウントを一括

請求 (コンソリデーティッドビリング) のための適切なアカウントに関連

付けて、ワークロード所有者にアクセス権を付与する前に基本的なセ

キュリティ機能を設定します。 

• セキュリティ監視。一元化されたアカウントプロビジョニングにより、

MSO は、セキュリティ担当者がアプリケーションを、デプロイされたり、

管理されたりした際に、監視できるようにする機能を実装できます。

MSO は、クロスアカウントアクセス権を持つ監査人グループを設置する、

およびアプリケーション VPC を MSO が管理する共有サービス VPC にリ

ンクするなどの活動を行う場合があります。 

• Amazon VPC 設定。セキュリティグループとネットワーク ACL の設定

を含む、VPC とそのサブネットをデプロイします。MSO は、アプリケー

ション VPC に対するより強固な管理を維持するために、VPC 設定の管理

権限を保持し、ネットワークセキュリティに対する変更を希望する場合

は、リクエストするようワークロード所有者に求めることができます。 

• IAM 設定。ユーザーグループの作成と権利の割り当てです。これには、

内部監査人のグループ、IAM スーパーユーザー、および機能別のアプリ

ケーション管理グループ (例 : データベース管理者と Unix 管理者) の作成

が含まれます。 

• 開発テンプレートと承認テンプレート。一般的ユースケースのための事

前承認された AWS CloudFormation テンプレートを作成します。テンプ
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レートの使用により、ワークロード所有者が承認済みテンプレートのセ

キュリティ実装を継承できるようになるため、ワークロード所有者の認

証ドキュメントはアプリケーションに固有の機能に制限されることにな

ります。テンプレートは、新しいアプリケーションの承認とデプロイに

必要な時間を短縮するために再利用することもできます。 

• AMI の作成と管理。組織向けに共通の承認済み Amazon マシンイメージ 

(AMI) のライブラリを作成することにより、マシンイメージの一元的な

管理と更新が可能になります。共通テンプレートの作成により、MSO は

承認済み AMI の使用を義務付けることができます。 

• 共有サービス VPC の開発。共有サービス VPC により、MSO は組織のア

プリケーション VPC から継続的なモニタリングフィードを受け取ること

や、組織に必要な共通の共有サービスを提供することが可能になります。

多くの場合、共有サービス VPC には共有アクセス管理プラットフォーム、

ロギングエンドポイント、および集約された設定情報が含まれます。 

 

コンプライアンス用アーキテクチャの標準

化 

AWS で実行されるアプリケーションのためのセキュリティ統制の実装に関する

課題へのソリューションは、共通のユースケースのためにデプロイできる、標準

化かつ自動化された、繰り返し利用可能なアーキテクチャを構築することです。

自動化により、実証済みのベストプラクティスに従った一定レベルの統一性を提
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供しつつ、お客様が AWS クラウドでセキュアなアプリケーションを構築するた

めの基本的な要件を容易に満たすことができます。 

 

アーキテクチャベースライン 

AWS でのアーキテクチャの標準化と自動化のための最善の方法を判断するに

は、事前にベースライン要件を確立します。この要件は、ワークロードのほと

んど (またはすべて) が準拠しなければならない最小限の共通要件です。企業の

ベースライン要件は通常、既存のコンプライアンスと統制、規制ガイドライン、

セキュリティ標準、およびベストプラクティスに従っています。一般的に、担

当部門、またはデプロイされているシステムの監視、監査、および評価にも関

与する個人のグループが、ベースラインのコンプライアンスおよび運用要件に

基づいて標準アーキテクチャを確立します。 

 

標準アーキテクチャは、組織内の複数のアプリケーションとユースケース間で

共有することができます。これより、効率性と統一性が提供され、AWS の新

しいアプリケーションのためのアーキテクチャを設計する際に費やす時間と労

力を削減できます。一元化されたクラウドモデルを持つ組織では、このような

標準アーキテクチャがアカウントプロビジョニングまたはアプリケーションオ

ンボーディングプロセス中にデプロイされます。 

 

アクセスコントロール/IAM 設定 

IAM は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するための中心的な存在で

す。管理者は、特定のアクセスポリシーを持つユーザー、グループ、および
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ロールを作成して、ユーザーとアプリケーションが AWS マネジメントコン

ソールまたは AWS API を通じてどのアクションを実行できるかを管理できま

す。フェデレーションにより、IAM ロールを中央ディレクトリサービスからの

パーミッションにマップすることが可能になります。 

 

企業では、以下の IAM コントロールの実装方法を決定する必要があります。 

 

• すべてのアカウントに存在する標準のユーザー、グループ、またはその

両方 

• クロスアカウントロールまたはフェデレーションロール 

• EC2 インスタンスのロールと AWS API へのアプリケーションアクセス 

• S3 バケットとその他の共有リソースへのアクセスを必要とするロール 

• パスワードポリシーおよび多要素認証機能 (MFA) などのセキュリティ要

件 

ネットワーク/VPC 設定 

ネットワークの境界とコンポーネントは、クラウドでのセキュアなアーキテク

チャのデプロイに不可欠です。Amazon VPC は、AWS クラウドの論理的に分

離されたセクションで、ネットワーク境界を実践するように設定できます。

AWS アカウントには、1 つ、または複数の Amazon VPC を含めることができま

す。サブネットは、Amazon VPC 内の IP アドレス空間の論理グループで、単

一のアベイラビリティーゾーン (AZ) 内に存在します。 

 

VPC の戦略は、一般的なユースケースの要件に依存します。Amazon VPC は、
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アプリケーションのライフサイクル (本番、開発) またはロール (管理、共有

サービス) に基づいて指定できます。適切に文書化された Amazon VPC の戦略

では、以下も考慮されています。 

 

• AWS アカウントごとの Amazon VPC の数 

• Amazon VPC 内のサブネット構造。サブネットの数と各サブネットの

ルーティング機能 

• 高可用性要件。アベイラビリティーゾーン (AZ) 全体にわたる Amazon 

VPC サブネット 

• 接続オプション。インターネットゲートウェイ、仮想プライベートゲー

トウェイ、およびルーティング 

AWS では、Amazon VPC 内でアプリケーションのネットワーク境界を管理す

るために必要なコンポーネントを提供しています。以下の表に、AWS 内で活

用できる Amazon VPC ネットワーク管理の例を記載しています。 

 

管理手法 実装例 提供される保護 

VPC ルーティング

テーブル 

どの VPC サブネットがインター

ネットと直接通信できるかを管理し

ます。 

サブネットごとに攻撃されうる対象の

範囲をセグメント化したり、大幅に削

減したりできます。 

VPC ネットワークア

クセスコントロール

リスト (NACL) 

1 つの VPC サブネット、または複

数の VPC サブネットにまたがって

設計され、実装されたステートレス

フィルタリングです。サブネットレ

ベルのトラフィックをデフォルトで

すべて許可します。 

TFTP および NetBIOS など、セキュ

リティに関して懸念があるポートやプ

ロトコルにブラックリスト保護機能を

提供します。 
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VPC セキュリ

ティグループ 

1 つ、または複数のインスタンスの

ために設計されたステートフルフィ

ルタリングです。ハイパーバイザー

レベルのインバウンド接続をデフォ

ルトですべて拒否します。 

インスタンスとアプリケーションによっ

て必要とされるサービスやプロトコルを

開きつつ、イングレスおよびエグレスト

ラフィックのためのホワイトリスト機能

を提供します。 

ホストベース保護 お客様が選択したソフトウェアで、

侵入検出と侵入防止、ファイア

ウォールおよび /またはロギング機

能を提供します。 

実装された製品に応じて、拡張可能な保

護機能と検出機能、および仮想フリート

全体にわたるセキュリティ動作の可視化

を提供できます。 

 

VPC ネットワーク設定は、アプリケーションの機密性、完全性、および可用性

を確保する際に重要なので、企業はセキュリティと AWS のベストプラクティ

スに従った標準を定義する必要があります。MSO はこのような標準に従う必

要があります。分散デプロイメントの場合は、ワークロード所有者が VPC 構造

の構築時に標準に従う設計図を準備するようにします。 

 

リソースのタグ付け 

ほとんどの AWS リソースには、ユーザー定義のタグを追加できます。このよう

なタグはメタデータで、リソースの機能とは無関係ですが、コスト管理とアク

セスコントロールにおいては必要不可欠です。複数のユーザーグループ、また

は複数のワークロード所有者が同じ AWS アカウント内に存在する場合は、タグ

付けに基づくリソースへのアクセスの制限が重要です。 

 

アカウントの構造にかかわらず、タグベースの IAM ポリシーは重要なリソー
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スに追加のセキュリティ制限を設定するために使用できます。以下の IAM ポ

リシーの例では、IAM ユーザーによる状態の変更を「project=12345」という

リソースタグが付けられた EC2 インスタンスに限定する条件を示しています。 

 

 

 

AWS では、リソースのタグ付けを効果的に使用するために以下の実行をお勧

めします。 

 

• すべてのアカウントに対して共通のキーと期待値を定義するタグ付け

ベースラインを確立する。 

{ 

"Version": "2012-10-17", 

"Statement": [ 

{ 

"Action": [ 

 
"ec2:StopInstances", 

 
"ec2:RebootInstances", 

"ec2:TerminateInstances" 

], 

"Condition": {  

"StringEquals": { 

"ec2:ResourceTag/project":"12345" 

} 

}, 

"Resource": [ 

 
"arn:aws:ec2:your_region:your_account_ID:instance/*" 

], 

"Effect": "Allow" 

} 

] 

} 
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• 監査と自動化という 2 つの方法を通じてタグ付けの実践を実装する。 

• AWS CloudFormation による自動化されたデプロイメントを使用して、

リソースに自動的にタグ付けする。 

AMI 設定 

組織は、ワークロード所有者に対して事前に設定した Amazon マシンイメージ 

(AMI) を一元的に提供することによってセキュリティとコンプライアンスを確

保します。このような基本となる AMI は、ホストベースのセキュリティソフ

トウェアで事前に設定し、事前に規定したセキュリティガイドラインに基づい

て強化できます。ワークロード所有者と開発者は、この AMI がすでに準拠済

みであることが分かっているため、独自のソフトウェアと設定をインストール

する初期イメージとして使用できます。 

 

一元的に配布される AMI の管理は、担当チームにとって複雑なタスクとなり

得ることに注意します。AMI では、頻繁に変更される可能性が高いソフトウェ

アや設定をカスタマイズしないようにします。その代わりに、Amazon Elastic 

Compute Cloud (Amazon EC2) ユーザーデータスクリプトを使用して、または 

Chef、Puppet、または AWS OpsWorks などの自動化ツールを使用してそのよ

うなソフトウェアを設定します。 
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図 3 : 完全に設定された AMI とベース AMI の違い 

 

図 3 では、事前設定された AMI を、ワークロード所有者によってデプロイさ

れた新しい EC2 インスタンスを管理する標準として、自動化とポリシーを通じ

て使用する方法を示しています。AMI の構築は、Aminator および Packer など

のツールを使用して部分的に自動化できます。11 

 

継続的なモニタリング 

継続的なモニタリングは、システムアクティビティを正確に追跡し、監視する

ことによって、リスクとコンプライアンス上の課題を特定する積極的なアプ

ローチです。NIST SP 800-53 などの特定のコンプライアンス標準では、特有

のセキュリティ統制に対応するために継続的なモニタリングが必要になります。

AWS には、クラウドでの継続的なモニタリングソリューションを容易にする

サービスとネイティブ機能が複数含まれています。 

 
AWS CloudTrail 

AWS CloudTrail は、AWS アカウント内の API 操作を記録するサービスで、記
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録されたログを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに送信

します。このデータは Splunk、Alert Logic、または CloudCheckr などのサード

パーティーツールを使って分析できます。12 CloudTrail は、セキュリティ標準

としてすべてのアカウントについて有効とし、セキュリティツールとアプリ

ケーションがアクセスできるバケットにログを記録する必要があります。 

 

Amazon CloudWatch アラーム 

Amazon CloudWatch アラームは、AWS リソースに関連するイベントの発生時

にユーザーとアプリケーションに通知します。たとえば、インスタンスの障害

発生時には、ユーザーのグループに Amazon Simple Notification Service 

(Amazon SNS) の通知を E メールで送信するアラームが作成されます。監視す

る必要があるアカウント内のメトリクスとイベントのための共通アラームを作

成できます。 

 

集中ロギング 

AWS では、セキュリティツールによる分析を行うために、アプリケーション

のログを 1 か所に集めることができます。このような処理は、Amazon 

CloudWatch Logs を使用することによって簡素化できます。CloudWatch Logs 

では、アプリケーションのログデータを CloudWatch に直接送信するよう設定

できるエージェントを提供しています。メトリクスフィルタを使用すると、OS 

およびアプリケーションレベルで特定のイベントとアクティビティを追跡する

ことができます。 
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通知 

Amazon SNS を使用すると、E メールまたは SMS ベースの通知を管理担当者

とセキュリティ担当者に送信できます。AWS アカウント内には、アプリケー

ションと AWS CloudFormation デプロイメントが送信先とすることができる 

Amazon SNS トピックを作成できます。このようなプッシュ通知では、

Amazon CloudWatch アラーム、リソースのデプロイメント、またはアプリ

ケーションによって Amazon SNS に送信されたその他のアクティビティについ

て通知を受け取る必要がある組織内の個人またはグループに自動送信できます。 

 
AWS Config 

AWS Config は、AWS リソースインベントリ、設定履歴、および設定変更通知

をお客様に提供するサービスです。このサービスにより、セキュリティとガバ

ナンスが有効になります。13 また、AWS アカウント内のリソースが作成、変更、

または削除されるときは常に詳細な追跡と通知が可能です。  

 

共有サービス VPC 

エンタープライズ分野に属する当社のお客様は、アプリケーションの監視に必

要なセキュリティアプリケーションを含む単一の Amazon VPC を確立すること

により、インフラストラクチャーの一元的な管理が簡素化され、Network Time 

Protocol (NTP) サーバー、ディレクトリサービス、および証明書管理リポジト

リなどの共通機能への容易なアクセスを実現できると理解しています。 
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図 4 : DoD 関連顧客向けの共有サービス Amazon VPC アプローチのサンプル 

 

図 4 では、DoD MSO によって使用される共有サービス VPC アプローチの例を

示しています。この例では、MSO はすべてのアプリケーションを使用するた

めに 2 つの VPC を確立しています。1 つ目の VPC では、ウェブアプリケー

ション向けのファイアウォールを提供する専用の VPC を確立しています。ここ

では、既知の攻撃パターンについてすべてのトラフィックのスクリーニングを

行い、ウェブトラフィックを監視する単一点を作成していますが、トラフィッ

クに合わせて拡張する機能を利用して単一障害点を作らないようにしています。

2 つ目の VPC では、Active Directory サーバー、DNS サーバー、NTP サーバー、

-Host-Based Security System (HBSS) ePolicy Orchestrator (ePO) ロールアップ
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サーバー、および Assured Compliance Assessment Solution (ACAS) Security 

Center マスターサーバーを含むさまざまな共通サービスをホストします。 

 

各組織は、ワークロード所有者のニーズをサポートするために AWS 環境でホ

ストする必要がある共通サービスを決定する必要があります。 

 

コンプライアンスのための自動化 

ある一定の労力と専門知識は必要となりますが、AWS により提供されるツー

ルを使用すると、誰でも事前構築されたカスタマイズ可能なリファレンスアー

キテクチャを作成できます。 

 

自動化の方法 

AWS CloudFormation は、AWS インフラストラクチャーの自動化にあたって

中心的な役割を担います。このサービスでは、事前構築された JSON 形式のテ

ンプレートファイルを使用することにより、完全なアーキテクチャを自動的に

デプロイできます。AWS CloudFormation テンプレートによって作成されたリ

ソースセットは「スタック」と呼ばれます。 

 

コンプライアンスの自動化のためのモジュール設計 

コンプライアンスの自動化のためにエンタープライズ規模の AWS 

CloudFormation テンプレートを構築するときは、モジュール設計を使用する

ことをお勧めします。アプリケーション間で共通する設定に基づいた個別のス

タックを使用します。これにより、前のセクションで説明したセキュリティと
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コンプライアンスのベースライン標準を自動化し、実践できます。 

 

図 5 では、お客様がモジュール設計を使用して AWS CloudFormation テンプ

レートを開発し、維持できる方法を示しています。単一のワークロードが、単

一のメインテンプレートにネストされている各スタックから 1 つのテンプレー

トを使用して、アプリケーション全体をデプロイし、設定します。 

 

 
 

図 5 : AWS CloudFormation スタック 

 

スタック 1 – スタック 1 は、各アカウントに適用されるプライマリセキュリ

ティテンプレートです。ここでは、共通の IAM ユーザー、ロール、グループ、

および関連ポリシーをデプロイします。 

 

スタック 2 – 通常、関連する VPC アーキテクチャをデプロイするために、一般

的なユースケースのそれぞれに対応するテンプレートがあります。ここでは、

VPC ピアリング、NAT インスタンス、インターネット、および仮想プライ
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ベートゲートウェイなどのアカウント接続オプションを考慮に入れることがで

きます。 

 

スタック 3 – アプリケーションアーキテクチャの共通設定のそれぞれに対応す

るテンプレートがあります。ここでは、Elastic Load Balancer、Elastic Load 

Balancing SSL 設定、共通のセキュリティグループ、および共通の S3 バケット

など、複数のアプリケーション間で共通であっても、ユースケース間では異な

るアプリケーション関連のコンポーネントを含んでいます。 

 

スタック 4 – 関連する EC2 インスタンス、Autoscaling グループ、およびその

他のインスタンスレベルのリソースをデプロイする特定のアプリケーションそ

れぞれに対応するテンプレートがあります。このスタックでは、必要なユー

ザーデータでインスタンスのブートストラップを利用でき、アプリケーション

固有のセキュリティグループなどのその他のリソースを作成できます。 

 

ユースケースパッケージ 

この方法でテンプレートを構築すると、設定の再利用が可能になります。特定

のユースケースとアプリケーションタイプについては、図 6 にあるように、単

一のメインテンプレート内にネストされている複数のテンプレートで構成され

た「パッケージ」を使用してアーキテクチャ全体をデプロイすることができま

す。 
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図 6 : IAM ベース設定、VPC アーキテクチャ 1、アプリケーションアーキテクチャ 2、および

アプリケーション 2 テンプレートが含まれるパッケージの例 

 

分散型のクラウドガバナンスモデルを利用する組織は、この自動化の構造を使

用してアーキテクチャの「設計図」を確立し、ワークロード所有者がすべての

レベルでデプロイメントを完全に管理するようにできます。これとは対照的に、

プロビジョニングを担当する一元化されたクラウドチームを持つ組織は、初期

のアカウントプロビジョニング、IAM コントロール、および Amazon VPC 設

定に対する責任を保持する一方で、ワークロード所有者はアーキテクチャのア

プリケーションレベルのコンポーネントのみをプロビジョニングするようにす

ることもできます。 

 

コンプライアンスを自動化するためのテンプレートを適切に作成するには、以

下に注意します。 
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• テンプレートをモジュール設計にしておき、可能な場合はネストされた

スタックを使用する 

• 柔軟性を確保するため、必要な数のパラメータを使用する 

• DependsOn 属性と待機条件を使用して、リソースをデプロイするときの

依存性の問題を防止する 

• テンプレートパッケージを維持するためのバージョン管理プロセスを作

成する 

 

• コマンドラインインターフェイス (CLI) ベース、または AWS Service 

Catalog ベースのデプロイメントを許可する 

• パラメータファイルを使用する 

• IAM ポリシーを使用して、AWS CloudFormation スタックを削除する

ユーザーの権限を制限する 

EC2 インスタンスのためのコンプライアンスの自動化 

コンプライアンス要件を満たすためにオペレーティングシステムおよびアプリ

ケーションのレベルで EC2 インスタンスの設定を自動化するツールは 4 つあり

ます。 

 

カスタム AMI 

AWS では、カスタム AMI を作成し、ワークロード所有者がソフトウェアとア

プリケーションをさらにインストールして使用するために、カスタマイズして、

強化することができます。 
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コンプライアンスを満たす AMI の構築には、以下を考慮する必要がある場合があ

ります。 

 

• ソフトウェアパッケージと更新 

• パスワードポリシー 

• SSH キー 

• ファイルシステムのパーミッション/所有権 

• ファイルシステムの暗号化 

• ユーザー/グループ設定 

• アクセスコントロール設定 

• 継続的なモニタリングツール 

• ファイアウォールのルール 

• 実行中のサービス 

ユーザーデータスクリプト 

ユーザーデータを使用すると、EC2 インスタンスのブートストラップを利用し

て、起動時にパッケージをインストールし、設定の変更を実行できます。ユー

ザーデータを活用して、インスタンスの設定を直接操作するには、以下のツー

ルのいずれかを使用します。 

 

• Cloud-Init ディレクティブ –設定を直接変更するために、cloud-init が

使用できる設定パラメータをユーザーデータに指定します。ディレク

ティブの例として、インスタンスに特定のパッケージのリストをインス
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トールできる「Packages」があります。 

• シェルスクリプト – Bash または PowerShell スクリプトをユーザーデー

タに直接含めて、インスタンス起動時に実行させます。ユーザーデータ

には 16 KB の raw データ制限があり、この方法も同じように制限されま

す。 

• 外部スクリプト – ユーザーデータスクリプトは、S3 バケット URL また

はその他の場所からより大きなシェルスクリプトを取得し、このスクリ

プトを実行してインスタンスをさらに設定できます。 

設定管理ソフトウェア 

設定管理ソリューションにより、インスタンス設定の継続的な管理が可能にな

ります。また、インスタンス間の整合性を自動化し、変更の管理を容易にする

こともできます。このようなソリューションの例は、次のとおりです。 

 
• Chef 

• Puppet 

• Ansible 

• SaltStack 

• AWS OpsWorks 

このような設定管理ソリューションを使用することにより、スクリプトとパッ

ケージを構築してオペレーティングシステムの安全性を確保できます。このよ

うな強化措置には、ユーザー、アクセス、またはファイルシステムのパーミッ

ションの変更、サービスの無効化、ファイアウォールの変更などがあり、さら

にシステムの安全性を確保して、攻撃されうる対象の範囲を削減するために使
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用するその他の措置も数多く含まれています。 

 

以下の Chef スクリプトの例は、パスワード有効期限ポリシーを実装します。 

 

 

 
 

設定スクリプトのパッケージ (たとえば、Puppet モジュールまたは Chef クッ

クブック) を特定のコンプライアンス要件に基づいて設計し、そのような要件

を満たす必要があるインスタンスに適用できます。 

 

コンテナ 

Docker14 または Amazon EC2 Container Service (Amazon ECS)15 などのアプリ

ケーションを使用したコンテナ化により、分離されたユーザー領域内の単一イ

ンスタンスで、1 つ、または複数のアプリケーションを別個に実行することを

可能にします。 

 

 
template '/etc/login.defs' do 

source 'login.defs.erb') 

mode 0444 owner  

'root' group 'root' 

 
variables 

(password_max_age: node['auth']['pw_max_age'],  

password_min_age: node['auth']['pw_min_age'] ) 

end 
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図 7 : コンテナ化 

 
コンプライアンスの観点から、オペレーティングシステムとアプリケーション

に基づいて標準化され、強化された設定を使用して、コンテナを事前に構築で

きます。 

 

開発と管理 

テンプレートへのモジュール形式によるアプローチと共通構造の使用により、

更新は簡素化され、新しいユースケースパッケージの作成担当者による開発の

統一化も実践されます。コンプライアンス向けに設計された AWS 

CloudFormation テンプレートパッケージの開発と管理には、以下の要素を使

用することをお勧めします。 

 

出力 

テンプレートの Output セクションにはカスタム情報を含めることができ、ネ

ストされたスタックの使用時に、生成されたリソースの ID を取得するために

使用できます。また、AWS CloudFormation コンソールから、または CLI/API 

の describe-stacks の呼び出しで閲覧できる一般的な情報を提供するためにも使

用できます。 

 

テンプレートファイルの Output セクションには、少なくとも以下のリファレ

ンス情報が含まれている必要があります。 

 

• ユースケース/アプリケーションタイプ 
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• コンプライアンスタイプ 

• 作成日 

• 保守者 

パラメータ 

AWS CloudFormation パラメータ 16 は、起動時に、ユーザーがテンプレートに

データを指定することを可能にするフィールドです。使用可能な場合は常にパ

ラメータを使用します。高度にカスタマイズされたパラメータを使用すること

によって、一般的なユースケース向けの AWS CloudFormation テンプレート一

式を設計できます。 

 

たとえば、ほとんどの階層型ウェブアプリケーションは同じようなアーキテク

チャを共有しています。このタイプのユースケースでは、完全な 4 階層テンプ

レートパッケージを開発できます。その結果、ユーザーが AMI とその他のア

プリケーション固有のリソースのパラメータを指定することによって、複数の

ウェブベースのアプリケーションを同じテンプレートファイルを使って簡単に

デプロイできます。 

 

条件 

AWS CloudFormation では、作成されるリソースで真となる必要がある条件を

使用できます。17 パラメータとこの条件を組み合わせて使用すると、アプリ

ケーション要件に基づいてリファレンスアーキテクチャを柔軟にするテンプ

レートを設計できます。たとえば、以下のスニペットにあるように、ユーザー

が指定した入力パラメータに基づいて Amazon Relational Database Service 
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(Amazon RDS) インスタンスの代わりに EC2 ベースのデータベースを起動する

条件を使用できます。 

 

 

 
 

カスタムリソース 

AWS CloudFormation では、カスタムリソースを作成できます。作成したカス

タムリソースは、外部プロセス、またはサードパーティープロバイダーとの統

合に使用できます。18 AWS Lambda 機能を呼び出すようにカスタムリソースを

設計することもできます。そのようにすると、AWS CloudFormation では未提

供の自動化機能が使用できるようになります。 

 

図 8 : カスタムリソース 

 

"CreateDBInstance": { 

 
"Fn::Not": [ 

{ 

"Fn::Equals": [ { "Ref": "DatabaseAmi" }, 

"none" ] 

} 

] 

} 
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コードとしてのインフラストラクチャー 

AWS CloudFormation テンプレートと関連するスクリプト、ドキュメント、

およびパラメータファイルは、他のアプリケーションコードと同様に管理で

きます。変更を追跡し、複数のユーザーが効率的に更新をプッシュできるよ

うにするには、Git または Subversion (SVN) などのバージョン管理リポジト

リの使用をお勧めします。 

 

バージョン管理、テスト、迅速なデプロイメントなどの機能は、その他の

ソースコードと同様に、AWS CloudFormation テンプレートを使用して実行で

きます。完全な継続的インテグレーション/継続的デプロイメント (CI/CD) ソ

リューションは、Jenkins などの追加ツールを使用して実装できます。19 

 
 

図 9 : AWS CloudFormation を使用した AWS での CI/CD の例 

 

事前構築されたユースケースパッケージは、ソースコードリポジトリまたは S3 
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バケットのいずれかに保存できます。これにより、プロビジョニングチームや

ワークロード所有者は、これらのファイルの最新バージョンを簡単に取得する

ことが可能になります。 

 

デプロイメント 

事前構築されたテンプレートパッケージを、安全で高い信頼性を保ちつつ、効

率よく確実にデプロイするには、以下のシナリオに説明されている運用上の対

策を複数導入することを検討する必要があります。 

 

AWS CLI 

AWS CloudFormation コンソールを使用して、ウェブベースのインターフェイ

スからテンプレートをデプロイできますが、テンプレートで多数のパラメータ

への入力が必要な場合は特に、AWS CLI やその他の自動化された方法を使用し

たほうが便利です。AWS CLI は、Amazon Linux AMI に自動的にインストール

されます。 

 

AWS CLI 使用して、自動化されたアーキテクチャを EC2 Linux インスタンス

から単一のコマンドでデプロイできます。また、パラメータファイルが含まれ

るようにして、各フィールドにデータを手動で入力する手間を省き、テンプ

レートパラメータの入力を簡素化できます。 

 

 
 

 
aws cloudformation create-stack --stack-name myStack --template-body 

file:///template.json --parameters file:///parameters_file.json -- 

capabilities 

CAPABILITY_IAM 
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追加のスクリプトをラッパーとして使用して、CLI コマンドを簡素化したり、

AWS CloudFormation API を直接呼び出してスタックを作成したりすることが

できます。 

AWS CloudFormation API へのアクセスのみを許可する事前設定された IAM 

ロールを指定して EC2 インスタンスを起動します。AWS CloudFormation サー

ビス内で「最も低レベルの権限」を提供するには、追加の制限を使用します。 

 

AWS CLI からテンプレートを起動するには、次の手順を実行します。 

 
1. EC2 インスタンスが AWS CloudFormation API にアクセスすることを許

可する IAM ロールを作成します。 

2. VPC (共有サービス VPC 推奨) で IAM ロールを指定して EC2 インスタン

スを起動します。 

3. テンプレートパッケージを EC2 インスタンスにコピー、またはダウン

ロードします。 

4. AWS CLI の aws cloudformation create-stack コマンドを実行し

てテンプレートスタックを起動します。 

セキュリティ 

常に、AWS CloudFormation テンプレートパッケージのセキュリティを検討す

る必要があります。特に、厳格なコンプライアンス要件に従う必要があるお客

様は、セキュリティを考慮しなければなりません。ソースコードリポジトリへ

の安全対策を講じて、パッケージの更新担当者のみに書き込みアクセスが許可

されるようにします。さらに、EC2 インスタンスのデプロイメントを自動化す
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るときには、ユーザーデータにユーザー名、パスワード、およびアクセスキー

を絶対に含めないようにします。インスタンスをデプロイするときは、そのよ

うな情報は暗号化されていないプレーンテキスト形式だからです。 

 

AWS CloudFormation スタックを削除すると、実際にはその基盤となるリソー

スをすべて削除してしまい、事実上 EC2 に保存されたデータすべてを破壊して

しまうことになると十分に理解する必要があります。 

 

 
 

誤ってリソースを削除するリスクを低減するためには、以下の予防手段を講じ

ます。 

 
IAM パーミッション 20 - AWS CloudFormation スタックを削除する機能を、

その機能を必要とするユーザー、グループ、およびロールにのみ限定します。

IAM ポリシーを作成して、その IAM ポリシーが適用されるユーザーおよびグ

ループについて、スタックを削除する機能を与えないようにすることができま

す。 

 

以下は、DeleteStack および UpdateStack API コールを拒否する IAM ポリシー

の例です。 
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削除ポリシー21 - S3 バケット、EC2 インスタンス、および RDS インスタンスな

どのリソースでは、AWS CloudFormation の DeletionPolicy 属性をサポートし

ています。スタック削除時にリソースがそのまま残されるようにしたり、(ス

ナップショットがサポートされている場合は) スナップショットが作成される

ようにしたりする必要がある場合には、この属性を使用します。 

 

以下は、S3 バケット AWS CloudFormation リソースの削除ポリシーの例です。 

 

 
 

監査 

AWS でアーキテクチャを自動的にデプロイするようにすると、デプロイされ

たアプリケーションの監査と認定のプロセスを簡素化できます。IAM および 

 
{ 

"Version":"2012-10-17", 

"Statement":[{ 

"Effect":"Deny", "Action":[ 

"cloudformation:DeleteStack", 

"cloudformation:UpdateStack" 

], 

"Resource":"*” 

}] 

} 

 
"myS3Bucket" : { 

"Type" : "AWS::S3::Bucket", 

 
 

"DeletionPolicy" : "Retain" 

} 
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VPC コントロールなどのコンポーネントに対するベース設定を用意しておくこ

とにより、ワークロード所有者によってコンプライアンス標準に基づいたアー

キテクチャがデプロイされるようにできます。 

 

お客様の MSO セキュリティ担当者は、お客様のセキュリティ標準とコンプラ

イアンス要件に基づいた再利用可能なテンプレートパッケージを準拠済みとみ

なして承認できます。 

 

セキュリティ認定と監査プロセスでは、以下の AWS 機能を使用した自動化の

手法を活用できます。 

 

• タグ付け – AWS リソースを共通のタグでクエリできます。タグは、タグ

付けをサポートするすべてのリソースに対してスタックレベルで適用で

きます。 

• テンプレートの検証 – 設定の検証をスクリプト化すると、デプロイする

前に AWS CloudFormation テンプレートをテストできます。 

• SNS 通知 – テンプレート内のネストされたスタックを設定して、

Amazon SNS トピックにスタックイベントに関する通知を送信するよう

にできます。このような Amazon SNS トピックを利用して、特定のテン

プレートがアカウントにデプロイされたことを個人、グループ、または

アプリケーションに通知できます。 

 

• デプロイされたリソースのテスト – デプロイされたアーキテクチャがセ
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キュリティ要件を満たすことを検証するために、AWS API を通じてスク

リプト化されたテストを実行できます。たとえば、セキュリティグルー

プに特定のポートへのオープンアクセスがあるかどうか、またはイン

ターネットゲートウェイがあってはならない VPC にそのようなものがな

いかどうかを検出するためにテストを実行できます。 

 

 

• ISV ソリューション – デプロイされたアーキテクチャを分析するための

サードパーティーソリューションは、AWS パートナーから提供されてい

ます。セキュリティ統制の検証は、Telos の Xacta リスク管理ソリュー

ションなどのソリューションを通じて実装することもできます。 

AWS Service Catalog による統合 

AWS Service Catalog では、IT 管理者がリソースの承認済みカタログを作成し

て、管理できます。作成されたカタログは製品と呼ばれます。また、IT 管理者

は、1 つ、または複数の製品のポートフォリオを作成した後、AWS エンドユー

ザーとワークロード所有者に配布できます。エンドユーザーは、パーソナライ

ズされたポータルを通じて製品にアクセスできます。22 

 

製品 – 製品を作成すると、特定のタイプのアプリケーションを提供したり、特

定のユースケースに対応したりすることができます。または、EC2 インスタン

スなどの他のリソースが活用できる IAM および VPC 設定などのベースリソー

スのデプロイメントに使用することもできます。テンプレートパッケージのデ

プロイメントは、テンプレートパッケージを AWS Service Catalog 製品にする
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ことによって、さらに自動化し、簡素化できます。 

 

ポートフォリオ – ポートフォリオは、1 つ、または複数の製品で構成されてい

ます。ポートフォリオには、異なるタイプのユースケース向けの製品を含める

ことができ、コンプライアンスタイプ別に分類できます。 

 

パーミッション – IAM ユーザー、または IAM グループやロールのメンバーで

あるエンドユーザーとワークロード所有者に、必要なアクセスのレベル、およ

び何をデプロイする必要があるかに基づいて特定のポートフォリオを使用する

パーミッションを付与できます。 

 

制約 – 制約は、ポートフォリオまたは製品レベルで適用されるきめ細かな管理

単位で、AWS リソースがデプロイされる方法を制限します。制約を使用する

と、IAM ポリシーを通じて、ワークロード所有者が持つアクセスレベルよりも

高いレベルで、テンプレートがすべてのリソースをデプロイできます。 

 

タグ – タグは、リソースへのアクセスの管理、またはコスト配分のために使用

できます。タグは、ポートフォリオまたは製品レベルで実行されます。 

 

AWS Service Catalog では、共通の共有サービス AWS アカウントで作成された

ポートフォリオの共有が許可されます。これにより、デプロイ可能なリファレ

ンスアーキテクチャの集中管理とのアクセスが可能になります。 

 

AWS Service Catalog の集中管理 

一元化されたガバナンスモデルを持つお客様は、ワークロード所有者がアクセ
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スできる AWS Service Catalog 製品を完全に制御し、管理できます。 

 
 

図 10 : AWS Service Catalog 制約の使用 

 

ガバナンスを自動化するステップの概要 

 

組織のガバナンスモデルに従い、法令を遵守した、信頼性が高く、セキュアな

アーキテクチャの自動化には、複数の基本的なステップが関与します。このセ

クションでは、そのようなステップの概要を記述しています。 

 

前提条件 

コンプライアンス要件に基づいて、自動化されたリファレンスアーキテクチャ

の開発を開始する前に、お客様の組織は以下の項目を定義する必要があります。 

 

• クラウド戦略とロードマップ 

• ガバナンスモデル 
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• クラウドタスク、ロール、および責任 

• VPC とアカウントの作成戦略 

• セキュリティ標準とコンプライアンス要件 

コンプライアンスのための自動化は、多くの場合、大規模な IT 移行計画の一

部分です。アーキテクチャ面での要件の多くは、既存のガバナンスとセキュリ

ティ関連の意思決定に直接関係しています。 

 

ステップ 1 : 一般的なユースケースの定義 

お客様はまず、それぞれのワークロードの標準的なユースケースを決定する必

要があります。AWS にデプロイされたアプリケーションの多くは、一般的な

ユースケースをサポートします。このようなユースケースでは、VPC 設計、

IAM 設定、およびその他のアーキテクチャコンポーネント向けに同一または類

似したベースアーキテクチャを共有しています。 

 

以下は、一般的なユースケースの例です。 

 

• ウェブアプリケーション – ウェブアプリケーションは通常、エンドユー

ザーがアクセスするウェブベースのアプリケーションをホストするため、

複数の階層 (プロキシ/ウェブ、アプリケーション、およびデータベース) 

で構成されます。このようなアプリケーションでは、AWS で適切に設計

されている場合、拡張性と伸縮性を備えた設計が可能です。アプリケー

ションが社内向けとして計画されているかどうか、または公衆インター

ネット上のユーザーからアクセス可能であるかどうかに応じて、異なる 
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VPC 設定が必要となります。 

• エンタープライズアプリケーション – エンタープライズアプリケーション

は、多くの場合、事業に欠かせない機能に関して組織でよく使用される市

販の製品です。このような製品の例として、Microsoft SharePoint、Active 

Directory、PeopleSoft、および Oracle E-Business Suite があります。ほと

んどの場合、エンタープライズアプリケーションは、それぞれの標準化さ

れたアーキテクチャを用いて、特定のユースケースに対応します。 

• データ分析 – 大規模なデータセットを分析するアプリケーションでは、

共通のデータ分析アプリケーションのデプロイメントを必要とするアー

キテクチャが存在し、Amazon Redshift、Amazon Elastic MapReduce 

(Amazon EMR)、Amazon Kinesis、Amazon DynamoDB (DynamoDB) な

どの AWS ビッグデータサービスが使用されます。 

ステップ 2 : リファレンスアーキテクチャの作成と

文書化 

適切に設計されたリファレンスアーキテクチャには、AWS 内でリソースが使

用される方法に関して明確なドキュメントが存在します。リファレンスアーキ

テクチャは、配布可能な Visio、PowerPoint、または別のプラットフォームの

形式で作成する必要があります。 
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図 11 : PowerPoint でのリファレンスアーキテクチャの例 

 

ステップ 3 : アーキテクチャコンプライアンスの検

証と文書化 

リファレンスアーキテクチャがコンプライアンス要件を満たす方法について正

確に文書化すると、デプロイされるアーキテクチャがコンプライアンス要件を

満たすようにするための、ワークロード所有者が必要とする労力を低減できま

す。 

 

コンプライアンスドキュメントには以下が含まれている場合があります。 

 
• Security Controls Implementation Matrix (SCTM) 

• System Security Plan (SSP) 
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• Concept of Operations (ConOps) 

特定のコンプライアンスと統制に従う必要がある組織では、どのリソース、コ

ンポーネント、および設定が各統制の要件を満たすか判断しなければなりませ

ん。パッケージ化されたデプロイメントにこのドキュメントを含めると、提案

されたアーキテクチャに対して同じコンプライアンス分析を繰り返す必要性は

低減されます。 

 

図 12 : クラウドセキュリティアライアンスによって提供されたセキュリティ統制の実

装マトリックスの例 

 

ステップ 4 : アーキテクチャに基づいた自動化され

たソリューションの構築 

AWS のサービスと機能を使用してインフラストラクチャーを自動的に作成す

る方法は数多く存在します。AWS リソースのデプロイメントと設定の自動化

には、AWS CloudFormation テンプレートが最もよく使用されます。テンプ

レートパッケージを作成するには、このホワイトペーパーですでに説明した

「コンプライアンスのための自動化」にある設計ガイドラインを使用します。 
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テンプレートを構築するときは、さまざまなアプリケーションとユースケース

で共通する設定を見つけ出します。テンプレートは適切に維持し、必要に応じ

て更新します。 

ステップ 5 : 認定および承認プロセスの開発 

システムをコンプライアンス要件に照らして評価するための既存のプロセスと

方法は、クラウドには適用できない場合や、クラウドのアプリケーション向け

に変更が必要となる場合があります。企業全体に対するコンプライアンスを自

動化するときは、早い段階からセキュリティチームに参加してもらい、チーム

の意見を述べる機会を作り、アプリケーションが AWS でどのようにデプロイ

されるかをより深く理解してもらうようにします。 

 

自動化されたデプロイメントに対する認定と承認の計画では、以下のすべてを

考慮に入れる必要があります。 

 

• 組織が従う必要のあるコンプライアンス標準 

• アプリケーションとインフラストラクチャーに対する現行の承認プロセ

ス 

• ネットワーク、継続的なモニタリング、アクセスコントロール、および

監査に関連する既存のセキュリティ要件 

• セキュリティ分析、スキャン、および監視に対する現行の (および提案さ

れた) ツール 

• デプロイされたオペレーティングシステムの強化要件 (存在する場合) と、
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事前強化されたカスタムイメージの必要性 

• アーキテクチャテンプレートとデプロイされた設定の両方を検証するた

めに使用されるプロセスと方法 

まとめ 

ガバナンスとコンプライアンスのための自動化されたソリューションを開発す

ることにより、リスクを最小化し、アーキテクチャ設計を簡素化しつつ、AWS 

でアプリケーションをデプロイするためのコスト、時間、および労力を低減で

きます。このようなアプローチが再利用可能なソリューションに組み込まれて

いる場合、コンプライアンス関連のドキュメントを作成するための負荷を抑え、

通常は準拠済みのアーキテクチャの評価に費やされていた時間を組織の目標と

ミッションを推進するために使用できるようになります。 
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