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注意 

本文書は、情報提供の目的でのみ作成されています。本文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

は本文書の情報および AWS 製品またはサービス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。これらの製品またはサービスは、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。本文書内のいかなるものも、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、契約的なコミットメント、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 

アマゾン ウェブ サービス (AWS) クラウド導入フレームワーク 1 (CAF) は、クラウドコンピューテ

ィングに移行する組織のさまざまな部門を連携するガイダンスを提供します。CAF ガイダンス

は、クラウドベース IT システムの導入に関する多数の重点領域に分かれています。これらの

重点領域は、視点と呼ばれ、それぞれの視点は、さらにコンポーネントに区分されます。CAF 

の 7 つの視点それぞれについて、ホワイトペーパーを用意しています。 

 

このホワイトペーパーで取り上げるセキュリティ視点では、お客様の環境での AWS の使用状

況に合わせて、既存のセキュリティコントロールにガイダンスとプロセスを組み入れる方法につい

て説明します。 

 
 
 

 
 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
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はじめに 

AWS のセキュリティはまったく手間がかかり

ません。AWS のお客様は、セキュリティを

最も重視する組織の要求を満たす、データ

センターとネットワークアーキテクチャ構築を

利用できます。AWS やそのパートナーは、

可視性、監査性、制御性、俊敏性に関す

るセキュリティ目標を達成するために役立つ

数百ものツールや機能を用意しています。

つまり、必要なセキュリティを獲得しながら、

資本支出を必要とせずに、オペレーションの

オーバーヘッドを大幅に低減することができ

ますオンプレミス環境。 

 
 
 
 
 
 
 

 

図 1: AWS CAF のセキュリティ視点 
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このセキュリティの視点は、組織にふさわしいセキュリティコントロールを選択および実装する上

で役立つことを目的としています。図 1 に示すように、このセキュリティの視点のコンポーネント

は、組織のセキュリティ文化の変革を促すのに役立つ原則を整理しています。このホワイトペ

ーパーでは、コンポーネントごとに実行可能な特定のアクションとその進捗状況を測る手段に

ついて説明します。 

 

 指令統制は、環境を運用するフレームワークとなるガバナンス、リスク、コンプライアンスの

各モデルを設定します。 

 予防統制は、ワークロードを保護し、脅威および脆弱性を軽減します。 

 検出統制は、AWS 内のデプロイメント運用において完全な可視性および透明性をもた

らします。 

 対応統制は、セキュリティベースラインからの潜在的な逸脱を修正します。 

クラウド内のセキュリティは身近な存在です。確立された情報セキュリティの原則は、俊敏性

の増大、操作の実行の高速化、規模の拡大、低コスト化によって無効になることはありま 

せん。 

 

このホワイトペーパーでは、セキュリティ視点の 4 つのコンポーネントを取り上げた後で、クラウド

に移行して環境のセキュリティ基盤を確固としたものにするステップを示します。 

 

 クラウド内におけるセキュリティ戦略を定義するクラウドへの移行を開始する際、組織のビ

ジネス目標、リスク管理へのアプローチ、およびクラウドによってもたらされる機会のレベルを

確認します。 
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 セキュリティ、プライバシー、コンプライアンス、リスク管理機能の開発および実装に関す

るセキュリティプログラムを提供する。当初は対象範囲が膨大に思える場合があるた

め、組織がクラウド内のセキュリティに総合的に対応できる構造を作ることが重要です。

実装では、反復性のある開発により、プログラムの進展に伴って諸機能が向上するの

を可能にする必要があります。これにより、セキュリティコンポーネントが組織のクラウド

導入の取り組みに対する起爆剤となります。 

 継続的に強化および改善する堅牢なセキュリティオペレーション機能を開発する。セキ

ュリティ対策は長期にわたります。持続的な反復作業によって改善が継続されるよう、

厳格な運用と新機能の構築をうまく組み合わせることをお勧めします。 

AWS のセキュリティの利点 

クラウドセキュリティは AWS の最優先事項です。AWS のお客様は、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。 

 

AWS クラウドの利点は、セキュアな環境を維持しながら、お客様がスケールおよび革新する

ことができる点です。実際に使用したサービスに対してのみ料金が発生するため、事前の投

資なしで必要なセキュリティを獲得でき、オンプレミス環境よりもコストを削減できます。 

 

本セクションでは、AWS プラットフォームのセキュリティ面の利点をいくつか取り上げます。 
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セキュリティのための設計 

AWS クラウドインフラストラクチャは、 AWS データセンターで運用されており、セキュリティを最

も重視するお客様の要求を満たすように設計されています。AWS インフラストラクチャは、お

客様のプライバシーを保護するための強力な安全対策を施すと同時に、高い可用性を実現

するように設計されています。すべてのデータは安全性が非常に高い AWS データセンターに

保存されます。Amazon VPC にはネットワークファイアウォール、AWS WAF にはウェブアプリケ

ーションファイアウォール機能が搭載されているため、プライベートネットワークを構築し、インスタ

ンスやアプリケーションへのアクセスを制御できます。 

 

AWS クラウド内にシステムをデプロイすると、お客様と AWS の間でセキュリティ上の責任が

分担されます。セキュアな設計原則を使用して、基盤となるインフラストラクチャが AWS 上に

設計されると、お客様は、AWS 内にデプロイされたワークロード向けにお客様独自のセキュリ

ティアーキテクチャを実装できます。 

 

高度な自動化 

AWS では、目的に応じてセキュリティツールを設計し、それを独自の環境や規模、グローバ

ルな要件に合わせて調整します。セキュリティツールを基礎から構築すると、セキュリティ専門

家が一般的に時間を費やしていたルーチンタスクの多くを AWS で自動化できます。つまり、

AWS セキュリティの専門家は、AWS クラウド環境のセキュリティ強化対策により多くの時間

を費やすことができます。また、お客様が、総合的な一連の API やツールを用いて、セキュリ

ティエンジニアリングやオペレーションの機能を自動化することもできます。ID 管理、ネットワー

クセキュリティ、データ保護、モニタリング機能は、既に実施している一般的なソフトウェア開発

手法を使用して完全に自動化し、配信することができます。 

 

  

http://aws.amazon.com/vpc/
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お客様は、セキュリティ問題への応答方法を自動化します。担当者にセキュリティを監視させ

てイベントに対応させるのではなく、AWS サービスを用いて自動化すれば、システムでレスポ

ンスをモニタリング、レビュー、開始できます。 

 

高い可用性 

AWS は、複数の地理的リージョン内にデータセンターを構築しています。その地理的リージョン

内には、弾力性をもたらすアベイラビリティーゾーンが複数存在します。AWS は、帯域幅に余

裕を持ってデータセンターを設計しているため、重大な崩壊が発生してもトラフィックを負荷分

散し、残りのサイトにルーティングする容量が十分にあります。そのため、お客様への影響を最

小限に抑えることができます。また、お客様も、このマルチリージョンやマルチ AZ の戦略を活用

して、高耐性のアプリケーションを驚異的な低コストで構築したり、データを簡単に複製および

バックアップしたりするだけでなく、ビジネス全体で統一したグローバルなセキュリティコントロール

をデプロイすることもできます。 

 

高度な認定 

AWS 環境は、継続的に監査され、世界中の認定機関より認定を受けています。つまり、コ

ンプライアンスの一部は最初から達成されています。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 クラウドコンプライアンス 2 ウェブページを参照してくださ

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、

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。閲覧可能なコンプライアンスレポートを入手

するには、AWS 顧客担当者までお問い合わせください。AWS によって運営されている多くの

コントロールをお客様が自社のコンプライアンスおよび認定プログラムに組み込むことで、お客

様自身で実際にコントロールを維持しながら、セキュリティ保証の維持および実行にかかるコ

ストを削減します。基盤を強化すれば、ワークロードのセキュリティを自由に最適化して、俊敏

性、耐障害性、規模を実現できます。 

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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このホワイトペーパーの後半では、セキュリティの視点の各コンポーネントについて紹介します。

これらのコンポーネントを使用して、クラウドを適切に活用するためのセキュリティ目標を確認で

きます。 

 

指令コンポーネント 

AWS のセキュリティ視点の指令コンポーネントは、AWS に移行する際のセキュリティアプロー

チの計画に関するガイダンスを示します。効果的な計画を行う鍵は、セキュリティ環境を実装

および運用する担当者に提供するガイダンスを定義することです。この情報には、必要なコン

トロールとその運用方法を判断する十分な指示を記載する必要があります。考慮する必要

のある初期領域には、次のようなものがあります。 

 

 アカウントのガバナンス － AWS アカウントを管理するためのプロセスおよび手続きを作

成するように組織に指示します。定義する領域には、アカウントのインベントリを収集およ

び管理する方法、必要となる契約や修正、どのような場合に AWS アカウントを作成す

るかの条件などが含まれます。アカウントを一貫した方法で作成するプロセスを策定し、

初期設定がすべて適切であり、所有権が明確に設定されていることを確認します。 

 アカウントの所有権および連絡先情報－組織全体で使用する AWS アカウントの適

切なガバナンスモデルを確立し、アカウントごとに連絡先情報を管理する方法を計画しま

す。AWS アカウントを作成して、個人の E メールアドレスではなく、メールディストリビュー

ションリストに紐付けることを検討します。これにより、グループで AWS のアカウントアクティ

ビティに関する情報をモニタリングし、応答できます。さらに、社内で人事異動があっても

柔軟に対応でき、セキュリティの説明責任を引き継ぐことができます。時間が重要なコミュ

ニケーションをスピードアップするには、セキュリティチームをセキュリティ関連の連絡先として

指定します。 
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 統制フレームワーク－業界標準の統制フレームワークを設定または適用し、AWS サ

ービスを予期したセキュリティレベルで組み込むために修正や追記が必要かどうかを判断

します。コンプライアンスマッピング演習を実施し、コンプライアンス要件とセキュリティコン

トロールに AWS サービスの使用状況を反映する方法を判断します。 

 統制の所有権－AWS のウェブサイトの AWS 責任共有モデル 3情報を確認して、統

制の所有権の変更が必要かどうかを判断します。責任分担マトリックス (RACI チャー

ト) の確認および更新を行い、AWS 環境で実行している統制の所有権を含めます。 

 データ分類－最新のデータ分類を確認し、AWS 環境でその分類を確認する方法と、適

切なコントロールを判断します。 

 変更と資産の管理－AWS で変更および資産管理を実行する方法を判断します。使

用する資産、システムの使用目的、システムをセキュアに管理する方法を判断する手段

を作成します。このシステムは、既存の設定管理データベース (CMDB) と統合できます。

必要なセキュリティレベルに応じた識別と管理を許可する名前付けとタグ付けのプラクティ

スを作成することを検討します。このアプローチを使用して、識別とコントロールを可能に

するメタデータの定義および追跡を行います。 

 データ局所性－データの保存場所に関する要件を確認し、リージョン全体で AWS サー

ビスの構成および使用を管理するのに必要なコントロールを判断します。AWS のお客様

はコンテンツをホストする AWS リージョンを選択します。これにより、お客様に特定の地理

的要件がある場合に、選択した場所で環境を構築できます。お客様は複数のリージョン

にコンテンツをレプリケートしてバックアップできますが、AWS はお客様が選択したリージョン

の外にコンテンツを移動することはありません。 

  

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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 最小限のアクセス権－最小限の権限と強力な認証の原則に基づいて、組織のセキュ

リティ文化を確立します。プロトコルを実装して、機密の認証情報や各 AWS アカウント

に関するキーマテリアルへのアクセスを保護します。ソフトウェアエンジニア、運用スタッフ、

クラウド導入に必要なその他のジョブ機能を通じて、権限を委任する方法に関する期待

値を明確にします。 

 セキュリティ運用の戦術書およびランブック－セキュリティパターンを定義して、組織が今

後もリファレンス可能な耐久性のあるガードレールを作成します。必要に応じて人間参加

型 (human-in-the-loop) の介入を文書化したランブックとして自動化による動作を実

装します。 

 

考慮事項 

 エコシステムに合わせた AWS 責任共有モデルを作成します。 

 アカウントを使用するすべてのアクターを対象とした保護スキームの一環として、強力な
認証を使用します。 

 アプリケーションチームのセキュリティ所有権の文化を促進します。 

 AWS にサービスを追加するためにデータ分類モデルを拡大します。 

 開発者、オペレーション、セキュリティチームの目標、ジョブ機能を統合します。 

 AWS 内でサービスを管理するために使用するアカウントの名前付けおよび追跡の戦
略を作成することを検討します。 

 チームを監視できるように、電話およびメールディストリビューションリストを一元
管理します。 
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予防コンポーネント 

AWS のセキュリティ視点の予防コンポーネントは、AWS を使用してセキュリティインフラストラク

チャを組織内に実装するガイダンスを提供します。 

適切なコントロールのセットを実装する鍵は、セキュリティチームが、敏速でスケーラブルな 

AWS 環境で企業を保護するために必要な自動化およびデプロイスキルの構築に必要な信

頼および能力を得ることです。 

 

指令コンポーネントを使用して、必要となるコントロールおよびガイダンスを判断した後、予防コ

ンポーネントを使用してコントロールを効率的に運用する方法を判断します。AWS は、AWS 

サービスの使用状況およびワークロードのデプロイパターンのベストプラクティスに関するガイダン

スを定期的に提供しており、制御実装のリファレンスとして使用できます。AWS セキュリティセ

ンターやブログ、最新の AWS サミットおよび re:Invent カンファレンスのセキュリティトラックの動

画を参照してください。 

 

現在のセキュリティアーキテクチャおよびプラクティスにどのような変更が必要かを、次の領域に

ついて判断してください。これは、AWS 導入戦略をスムーズに計画するのに役立ちます。 

 

 アイデンティティとアクセス－AWS の使用を組織の労働力のライフサイクルに統合し、さ

らに認証と認可のソースにも統合します。適切なユーザーおよびグループに関わる細分化

されたポリシーとロールを作成します。重要な変更を自動的に行うことのみ許可し、不要

な変更を自動的に防止またはロールバックするガードレールを作成します。以上のステッ

プによって、ユーザーによる本稼働システムや運用データへのアクセスは低下します。 

 インフラストラクチャの保護－指令コンポーネントを使用して特定したニーズを満たすため

の、信頼の境界線、システムセキュリティ構成およびメンテナンス (ハードニング、パッチな

ど) や、その他の適切なポリシー処置 (セキュリティグループ、AWS WAF、Amazon API 

Gateway など) をはじめとするセキュリティベースラインの実装。  



アマゾン ウェブ サービス – AWS CAF のセキュリティ視点 2016 年 6 月 

14/36 ページ 

                  

 

 

 

 データ保護－適切なセーフガードを活用して、保管中および送信中のデータを保護でき

ます。セーフガードには、オブジェクトに対するきめ細かなアクセス制御や、データの暗号化

に使用する暗号化キーの生成および制御などがあります。適切な暗号方式またはトーク

ン化方式、整合性の検証、適切なデータリテンションを選択します。 

考慮事項 

 セキュリティをコードとして扱い、組織を保護するためにスケールと機敏性を許可するよう

にセキュリティインフラストラクチャをデプロイし認証できます。 

 ガードレール、適切なデフォルトを作成し、テンプレートやベストプラクティスをコードとして
提供します。 

 極めて繰り返しの多い、または機密性の高いセキュリティ機能を組織が活用でき
るセキュリティサービスを構築します。 

 アクターを定義し、その後、AWS のサービスと相互作用するエクスペリエンスを書き込み
ます。 

 AWS Trusted Advisor ツールを使用して、継続的に AWS のセキュリティ体制を評価し、
AWS による優れた設計のレビューを検討します。 

 実行可能な最小セキュリティベースラインを確立し、保護しているワークロードの水準
を引き上げるために繰り返し適用します。 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
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検出コンポーネント 

AWS CAF のセキュリティ視点の検出コンポーネントは、組織のセキュリティ体制の可視性を

得るためのガイダンスを提供します。AWS CloudTrail やサービス固有のログ、API/CLI の

戻り値などのサービスを使用して、大量のデータや情報を収集することができます。これらの情

報ソースをスケーラブルなプラットフォームに取り込んで、ログ、イベント管理、テスト、在庫/監

査を管理およびモニタリングすると、透過性および運用上の俊敏性が確保され、オペレーショ

ンのセキュリティに自信を持てるようになります。 

 

 ロギングとモニタリング － AWS が提供するネイティブロギングとサービスを活用すると、

AWS 環境で発生する事象の可視性をほぼリアルタイムで高めることができます。これら

の既存のツールを使用し、既存のロギングおよびモニタリングソリューションに組み込みます。

ロギングおよびモニタリングソースの出力を、セキュリティ関連のアクティビティのエンドツーエ

ンドで IT 組織のワークフローに深く組み込みます。 

 セキュリティテスト － AWS 環境をテストして、セキュリティ標準の定義を満たしていること

を確認します。一定のイベントが発生したときに、実際のイベントに準備されているとおりに

システムが応答するかどうかを判断します。セキュリティテストの例には、脆弱性スキャンニン

グ、侵入テスト、エラーインジェクションがあり、標準を満たしていることを証明します。目標

は、コントロールで予期したとおりに応答するかどうかを判断することです。 

 資産インベントリ － デプロイして運用しているワークロードを知ることで、環境がセキ

ュリティ標準で期待および要求されているセキュリティガバナンスレベルで運用されてい

ることをモニタリングし、確認することができます。 

 変更の検出 － 予防統制のセキュアなベースラインに依存するには、この統制が変更さ

れる時期を理解することも必要です。セキュアな構成および最新の状況の間のドリフトを

判断する対策を実装します。 
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考慮事項 
 AWS 環境でキャプチャ、モニタリング、分析するロギング情報を判断します。 

 既存のセキュリティオペレーションセンター (SOC) のビジネス機能で AWS セキュリティモ

ニタリングおよびマネジメントを既存のプラクティスに統合する方法を判断します。 

 AWS の処理手順に従って、脆弱性スキャンと侵入テストを継続的に実行し
ます。 
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対応コンポーネント 

AWS CAF のセキュリティ視点の対応コンポーネントは、企業・団体のセキュリティ体制のうち、

対応に関する部分のガイダンスを提供します。既存のセキュリティ体制に AWS 環境を組み、

対応が必要となるアクションを準備し、シミュレーションすることで、インシデントが起きた場合

にも、十分に準備を整えることができます。 

 

自動化されたインシデント対応とリカバリ、災害対策の部分を軽減する能力を備えることで、

セキュリティチームの主眼を、対応からフォレンジックの実施や根本原因の分析に移すことがで

きます。セキュリティ体制への統合の一環として考慮する事項には次のものが含まれます。 

 

 インシデント対応—インシデントの発生中、イベントを含み、既知の良好な状態に復旧

することが、対応プランの重要な要素です。たとえば、AWS Config ルールや AWS 

Lambda レスポンダスクリプトを使用してこれらの機能を自動化すると、インターネットの速

度に応じて、対応する能力を拡大することができます。現在のインシデント対応プロセスを

見直し、自動化された対応とリカバリを動作させ、AWS アセットを管理するかどうかとその

方法を決定します。セキュリティオペレーションセンターの機能は、AWS API に緊密に組

み込み、可能な限り応答性を高める必要があります。こうすることにより、AWS クラウド導

入におけるセキュリティモニタリングと管理機能が可能になります。 

 セキュリティインシデント対応シミュレーション—イベントをシミュレーションすることで、導

入しているコントロールとプロセスが期待どおりに応答することを確認できます。この方法で、

インシデントの発生時に効率的にリカバリを行い対応できるかどうかを判断できます。 
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 フォレンジック—ほとんどの場合、既存のフォレンジックツールは AWS 環境で動作します。

フォレンジックチームは、リージョンを超えてツールを自動でデプロイし、膨大なデータを即座

に収集することができます。ビジネスにとって重大なアプリケーションが構築されている、

Amazon Simple Storage Service (S3)、Amazon Elastic Block Store (EBS)、

Amazon Kinesis, Amazon DynamoDB、Amazon Relational Database Service 

(RDS)、Amazon RedShift、Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) などの、同じく

堅牢で拡張可能なサービスを使用することで摩擦もおさえられます。 

 

 

考慮事項 
 インシデント対応プロセスをアップデートして AWS 環境を認識する。 

 自動化と機能選択を通して、AWS で提供されるサービスを活用し、デプロイに対しフォ
レンジックに備える。 

 対応を自動化して堅牢性と拡張性を得る。 

 AWS のサービスを使用して、調査の裏付けとしてデータの収集と解析を行う。 

 セキュリティインシデント対応のシミュレーションを行い、インシデント対応能力を評価する。 
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行程 – 戦略の定義 

現行のセキュリティ戦略を見直して、クラウドの導入にともなう変化により、戦略的な部分がメ

リットを受けるかどうかを判断します。ビジネスが受け入れるリスクレベル、規制およびコンプライ

アンスの目的を達成する方法、保護を必要とする対象と保護の方法の定義に応じて AWS 

クラウド導入戦略をマッピングします。表 1 にはセキュリティ戦略の例があり、具体的な取り組

みと作業の流れにマッピングされる、一連の原則を明示的に示しています。 

 

原則 アクションの例 

コードとしての 

インフラストラクチャ。 

コードと自動化を使って、セキュリティ

チームのスキル向上を図ります。

DevSecOps に移動します。 ゲートではなくガードレール

を設計します。 

適切な動作に向けてドライブを設計します。 

クラウドを使用して 

クラウドを保護します。 

クラウドでセキュリティツールを構築、操作、管理

します。 

常に最先端を行き、セキュ

アな状態を維持します。 

新しいセキュリティ機能を使用します。頻繁に

パッチを適用し、交換します。 

パーシスタントアクセスへの

依存度を下げます。 

ロールカタログを作ります。シークレット 

サービスを使って KMI を自動化します。 

全体の可視性。 AWS ログとメタデータを OS およびアプリのログ

と合わせます。 

詳細なインサイト。 ビジネスインテリジェンスと分析でセキュ

リティデータウェアハウスを実装します。 

スケーラブルなインシデント

対応 (IR)。 

責任共有モデルフレームワークのため、IR と 

フォレンジックスタンダード操作手順 (SOP) を 

更新します。 

自己修復。 修正と既知の良好な状態への復旧を 

自動化します。 

表 1: セキュリティ戦略の例 
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戦略が進化していくにつれて、サードパーティーの保証フレームワークと組織的なセキュリティ

要件を繰り返し実施し、AWS 導入への行程となる、リスクマネジメントのフレームワークに組

み込みたいとお考えになるかもしれません。クラウドでの作業量の必要性と AWS が提供す

るセキュリティ能力についての理解を深めるにつれて、コンプライアンスのマッピングを進化させ

るのは、効果的な実践方法です。 

 

戦略について、他の重要な要素は、お使いのエコシステムに特化した責任共有モデルをマッ

ピングすることです。AWS と共有するマクロの関係に加え、内部の組織的な責任共有モデル

を調査し、パートナーに知らせたいとお考えになるかもしれません。企業は、その責任共有モ

デルを大きく次の 3 つに分類できます。コントロールフレームワーク、RACI (実行責任者、説

明責任者、協業先、報告先)、リスク登録簿。コントロールフレームワークでは、リスク管理に

おいて、ビジネスのセキュリティ面での作用と実行される管理について説明します。RACI を使

用して、フレームワーク内の責任を特定し、人を割り当てることができます。最後に、リスク登

録簿を使用して適切なオーナーシップがなくてもコントロールを把握できます。特定されたリス

クうち未処理のものを優先し、新しい作業の流れや、解決のために実行する取り組みと合わ

せて対処します。 
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これらの責任共有モデルをマッピングすると、オペレーションを自動化する機会を新しく発見し、

セキュリティ、コンプライアンス、リスクマネジメントコミュニティでの重要な役割の間でワークフロ

ーを改善できます。図 2 では、延長された責任共有モデルの例を示します。 

 

 

図 2: 共有分担モデルの例 

 

考慮事項 
 クラウドにセキュリティを導入するにあたり、組織のアプローチに合わせてカスタマイズされ

た戦略を立てる。 

 すべての戦略の根幹となるテーマとして、自動化を導入する。 

 クラウドを第一に考えるアプローチを明確にする。 

 ガードレールを定義することで、アジリティと柔軟性を創出する。 

 戦略を、クラウド内での情報セキュリティに対する企業・団体のアプローチを定義する、短
期間の演習ととらえる。 

 戦略とは何かを決める間、迅速に反復させる。目的は、取り組みを前進させる核となる、

一連のガイド付き原則を構築することです。戦略を立てることがゴールではありません。よ

り迅速に、積極的に、取り入れ、進化させましょう。 

 特定のソリューションを暗示する戦略ではなく、セキュリティのなかに確保する文化を
伝え、今後下す設計上の決定を伝える戦略的原則を定義する。 
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行程 – プログラムの実行 

戦略を実行すると、次は、セキュリティ組織

を変革する取り組みを導入し、クラウド導入

工程の安全性を確保するときとなります。

幅広い選択肢が用意されていますが、導

入期が長引くのはよくありません。さまざまな

機能が協業する方法を設計し、導入するこ

のプロセスは、最良の状態で要件を満たす

ため、設計に早く慣れ、繰り返し適用する

方法を学ぶ機会となります。過去に導入さ

れた実例を学び、学習を進めるにつれて小

さな変化を適用して進化させましょう。 

図 3: AWS CAF Security Epics 

 

導入の手助けとして、CAF Security Epics を使用できます(図 3 を参照)。Security Epics 

は、急ぎの作業中に開発できるユーザーストーリー (ユースケースおよび不正使用) のグルー

プで構成されます。これらの各エピックには複数の反復が含まれ、ますます複雑になる要件と

堅牢性の階層化に対処します。Amazon ではアジャイルの採用をおすすめしていますが、こ

れらのエピックは、他のフレームワークを使用して実行する際の全般的な作業の流れ、または

優先化および構造化の一助として扱うことができます。推奨構造は、導入をガイドする、次の 

10 件のセキュリティエピック (図 4) で構成されます。 
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図 4: 10 の AWS セキュリティエピック 

 
 
 

 

核となる 5 つのエピック 

次の 5 つのエピックは、事前に考慮する必要がある核となるコントロールおよび機能のカテ

ゴリです。これらは工程を始めるための基礎となるものだからです。 

 

 IAM— AWS Identity and Access Management (IAM) は AWS デプロイの根幹と

なる部分を形成します。クラウド内では、プロビジョニングを行ったりリソースを調整できる

ようにする前に、アカウントを作成して、自身に特権を付与する必要があります。典型

的な自動化のシナリオには、使用権限のマッピング、付与、監査、機密事項管理、作

業の強制分担、最小特権アクセス、適時特権管理、長期の認証情報への依存度低

下などが含まれる場合があります。 

 ログ記録とモニタリング—AWS のサービスでは、豊富なデータをログ記録して、プラットフォ

ームとのやりとりをモニタリングする手助けとします。AWS のサービスのパフォーマンスは、ど

のような設定を行ったかと、リファレンスの共通フレームを作成するためのログを OS とアプリ

ケーションから吸い上げる能力によって決まります。典型的な自動化のシナリオには、ログ

集計、閾値、アラーム設定、アラート設定、強化、プラットフォーム検索、ビジュアライゼー

ション、利害関係者のアクセス、ワークフロー、閉ループ組織内対応を開始するためのチ

ケット発行などが含まれる場合があります。 
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 インフラストラクチャのセキュリティ—コードにインフラストラクチャを扱う場合、まず、セ

キュリティのインフラストラクチャの作業量を考慮し、コードとしてもデプロイされる必要があ

ります。この方法により、プログラムで AWS のサービスを構成し、AWS からセキュリティの

インフラストラクチャをデプロイする機会を得られます。 Marketplace パートナー、または

独自設計のソリューション。典型的な自動化のシナリオには、AWS のサービスが要件を

満たすよう構成するカスタムテンプレートの作成、セキュリティアーキテクチャのパターンとセ

キュリティオペレーション操作のコードでの導入、AWS のサービスを使用したカスタムセキュ

リティの作成、青/緑デプロイのようなパッチ管理戦略の使用、脅威にさらされる箇所の削

減、デプロイの有効性の検証などが含まれる場合があります。 

 データ保護—重要なデータの保護は、情報システムを構築し、運用するうえで重要です。

AWS には、データをそのライフサイクルにわたって保護する、堅牢なオプションを提供する

サービスと機能があります。典型的な自動化のシナリオには、作業量分配決定、タグ付

けスキーマの導入、インフラストラクチャの適切な段階での VPN や TLS/SSL 接続の動

作中のデータを保護するメカニズムの構築 (AWS Certificate Manager など)、暗号化

による静止時のデータを保護するメカニズムの構築、AWS Key Management Service 

(AWS KMS) の導入と統合、AWS CloudHSM のデプロイ、トークン分割スキーマの作

成、AWS Marketplace パートナーソリューションの導入と運用などが含まれる場合があ

ります。 

 インシデント対応—インシデント管理プロセスの各側面を自動化すると、信頼性が増して

対応速度が上がります。また、事後の検討での評価のために、環境を頻繁に、より簡単

に整えることができます。典型的な自動化のシナリオには、環境内での特定の変更に対し

対応する AWS Lambda の機能「レスポンダ」の使用、自動スケーリングイベントの調整、

疑わしいシステムコンポーネントの隔離、遅延のない調査ツールのデプロイ、閉ループ組織

内対応の終了および学習のためのワークフローの作成とチケット発行などが含まれる場合

があります。  
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核心を広げる 

これらの 5 つのエピックは、アベイラビリティ、自動化、評価の段階を通じて、高い運用性を継

続的に向上していくためのテーマです。これらのエピックは、各スプリントに統合するのが賢明で

す。他にも重点を置く必要がある場合、それらを独自のエピックとして扱うことができます。 

 回復力—高いアベイラビリティ、オペレーションの持続性、回復力の堅牢性、災害対策

は、AWS を使用してクラウドをデプロイするメリットに挙げられます。典型的な自動化のシ

ナリオには、マルチ AZ およびマルチリージョンのデプロイ、利用可能な攻撃面の変更、攻

撃を吸収するためのスケーリングおよびリソースのシフト、公開されたリソースのセーフガード、

システムの運用の継続性を検証するための、意図的なリソースの不備などが含まれる場

合があります。 

 コンプライアンス検証—セキュリティプログラム内に完全にコンプライアンスに組み入れるこ

とで、コンプライアンスの検証がデプロイ後のチェックボックス点検やオーバーレイ程度で済

まされるのを防ぐことができます。このエピックでは、他のエピックを通じて生成されるコンプラ

イアンスの副産物を強化し、合理的に考えるプラットフォームを提供します。典型的な自

動化のシナリオには、コンプライアンス要件にマッピングされたセキュリティユニットのテストの

作成、コンプライアンスを裏付ける証拠収集のサービスと作業量の考案、証拠となる機

能からのコンプライアンス通知の作成とパイプラインの可視化、継続的なモニタリング、コン

プライアンス運用ツールを重視する DevSecOps チームの結成などが含まれる場合があり

ます。 

 セキュアな CI/CD (DevSecOps)—検証を経た信頼できる継続的な統合と、デプロ

イツールチェーンを継続的に使用する間、ソフトウェアサプライチェーンを信頼することは、

クラウドへの移行時における、セキュリティ運用を慎重に実践できる最良の方法です。典

型的な自動化のシナリオには、ツールチェーンを強化したパッチ処理、ツールチェーンへの

最小特権アクセス、実稼働プロセスのログ記録とモニタリング、セキュリティ統合やデプロ

イの可視化、コード統合の確認などが含まれる場合があります。 
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 設定と脆弱性分析—設定と脆弱性分析は、AWS が提供する拡張性、俊敏性、自

動化により、大きなメリットを享受できます。典型的な自動化のシナリオには、AWS 

Config の有効化、カスタマーの AWS Config ルールの策定、Amazon CloudWatch 

イベントおよび AWS Lambda を使用した変更検知の対応、Amazon Inspector の実

装、AWS Marketplace が提供する継続的なモニタリングソリューション、トリガーされた

スキャンのデプロイ、CI/CD チェーンへの評価ツールの埋め込みなどが含まれる場合があ

ります。 

 セキュリティビッグデータと予測分析—セキュリティ運用もまた、ビジネスの他の部分と同

様に、ビッグデータサービスやビッグデータソリューションからメリットを享受します。ビッグデー

タを活用することで、より詳細なインサイトを、遅滞なく得られます。これにより、セキュリティ

対策における機敏性と反復性を大きく強化できます。典型的な自動化のシナリオには、

セキュリティデータレイクの作成、アナリティクスパイプラインの開発、セキュリティ上の判断を

迅速に下すための可視化、自律的な反応に対するフィードバックメカニズムの確立などが

含まれる場合があります。 

 

この構造が定義されたあと、導入プランを策定できます。時間が経つと能力は変化しますが、

改善の機会は継続的に特定されます。俊敏性を取り入れる手法のなかで、上記の能力カ

テゴリのテーマをエピックとして取り扱うことができます。この手法には、ユースケースや不正使

用と入った、幅広いユーザーストーリーが含まれます。複数のスプリントにより、ビジネスのペー

スと要望に適用する柔軟性を保持しつつ、完成度が高まります。 



アマゾン ウェブ サービス – AWS CAF のセキュリティ視点 2016 年 6 月 

27/36 ページ 

                  

 

 
 
 

 

一連のスプリントの例 

短い準備期間を含む、2 週間のスプリントを 6 回のサンプルセット (12 週間サイクルのカレン

ダーの 1/4 をかけて稼働するエピックのグループ) の作成を検討してください。方法は次のとお

りです。最小限の機能を持つ製品 (MVP) の能力に近づけるため、リソースの利用可能状

況、優先度、各能力の必要とされる完成度のレベルによってアプローチは変わります。 

 

 スプリント 0—セキュリティカートグラフィー: コンプライアンスマッピング、ポリシーマッピング、

初期脅威モデルの確認、リスクレジストリの構築; 使用状況と不正使用バックログの構

築; セキュリティエピックのプラン構築 

 スプリント 1—IAM; ログ記録とモニタリング 

 スプリント 2—IAM; ログ記録とモニタリング; インフラストラクチャ保護 

 スプリント 3—IAM; ログ記録とモニタリング; インフラストラクチャ保護 

 スプリント 4—IAM; ログ記録とモニタリング; インフラストラクチャ保護; データ保護 

 スプリント 5—データ保護、セキュリティオペレーションの自動化、インシデント対

応計画およびツール作成; 耐障害性 

 スプリント 6—セキュリティオペレーションの自動化、インシデント対応; 耐障害性 

コンプライアンス検証の重要な要素は、セキュリティとコンプライアンスユニットのテストケースに

わたり、検証を各スプリントに組み込むことです。その後、実稼働プロセスに移行します。明示

的なコンプライアンスの検証能力が必要なときは、そのユーザーストーリーに焦点を当てるよう

にスプリントを構築できます。時間をかけて繰り返すことで、継続的に検証し、適切な場合に

は逸脱しても自動修正できるよう実装できます。 
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全体のアプローチは、MVP またはベースラインが何かを明確に定義し、その後、各エリアの最

初のスプリントにマッピングすることを目的としています。最初の段階では、最終目標の定義は

はっきりしない場合がありますが、最初のスプリントの明確なロードマップが作成されます。時期、

経験、反復により、最終状態に磨きがかかり、調整され、企業・団体に適したものになります。

実際には、最終状態は継続的に変化する場合がありますが、最終的には、プロセスにより、

速いペースで継続的な改良につなげることができます。この方法は、長い年月と多額の出費

のうえに成り立つビッグバンアプローチよりも、効果的でコスト効率も高い場合があります。 

 

もう少し詳しく見ると、IAM の最初のスプリントはアカウント構造の定義と、ベストプラクティス

の核となるセットの導入により成り立ちます。2 番目のスプリントはフェデレーションを実装でき

ます。3 番目のスプリントはアカウント管理の範囲を、複数アカウントなどに応じるため、拡大

できます。これらの最初のスプリントのうち 1 つ以上に広がる IAM ユーザーストーリーのなかに

は、次のようなものも含まれます。 

 
「アクセス管理者である私は、特権アクセスとフェデレーション ID プロバイダの信頼関係を管理するために、ユー

ザーの初期セットを作りたいと考えています」 

「アクセス管理者である私は、AWS プラットフォームで、既存の企業ディレクトリのユーザーを、機能ロール、アク

セス資格のセットにマッピングしたいと考えています」 

「アクセス管理者である私は、インタラクティブなユーザーによる AWS コンソールとのやりとりのすべてに対し、

多要素認証を強制したいと考えています」 
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この例では、次のユーザーストーリーのログ記録とモニタリングが、1 つ以上の最初のスプリント

に広がる場合があります。 

 
「セキュリティ運用アナリストである私は、すべての AWS リージョンと AWS アカウントについて、プラットフォームレ

ベルのログ記録を受け取りたいと考えています」 

 
「セキュリティ運用アナリストである私は、すべてのプラットフォームレベルのログを、すべての AWS リージョンと 

AWS アカウントから 1 か所の共有ロケールに送ってほしいと考えています」 

 
「セキュリティ運用アナリストである私は、ユーザー、グループ、ロールに IAM ポリシーをアタッチするあらゆる操作

に対し、アラートを受信したいと考えています」 

 

全体的な製品バックログに、セキュリティ能力のユーザーストーリーを含めることで、並行して、

またはシリアルの方法で、能力を構築し、柔軟性を維持できます。セキュリティに重点を置く 

DevOps チーム内で、ユーザーストーリーを分割することもできます。これらの決定事項は定

期的に再考案して、時間をかけて、実行を企業・団体のニーズに合わせることができます。 

 
 
 

 

考慮事項 
 既存のコントロールフレームワークを見直して、必要なセキュリティ標準を満たすよう 

AWS のサービスを運用する方法を決定します。 

 アクターを定義し、その後、AWS のサービスと相互作用するエクスペリエンスを書き込み
ます。 

 最初のスプリントは何かを定義し、長期的に見たときの最初のおおまかな目標は何か
を定義します。 

 最小セキュリティベースラインを確立し、保護しているワークロードとデータの水準を引き
上げるために継続的に反復処理します。 
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行程 – 堅牢なセキュリティ運用の確立 

インフラストラクチャがコードである環境では、セキュリティもコードとして扱う必要があります。セ

キュリティ運用のコンポーネントは、コードとしてのセキュリティの基礎となる理念を伝え、運用

可能にする方法を提供します。 

 

 クラウドを使用してクラウドを保護します。 

 セキュリティインフラストラクチャはクラウド対応である必要があります。 

 API を使用してサービスとしてのセキュリティ機能を公開します。 

 セキュリティとコンプライアンスを拡張できるよう、すべて自動化します。 

このガバナンスモデルを実行可能にするために、ビジネスのラインはしばしば DevOps チームを

結成し、インフラストラクチャとビジネスソフトウェアを構築、デプロイします。DevOps の考え

方や実践にセキュリティを統合することで、ガバナンスモデルの核となる理念を拡張できます。

これは DevSecOps とも呼ばれます。次の原則について、チームを結成します。 

 

 セキュリティチームは DevOps の文化と振る舞いを受け入れます。 

 開発者は、セキュリティ運用を自動化するために使用されるコードに、広く貢献します。 

 セキュリティ運用チームは、アプリケーションコードのテストおよび自動化に参加する

ことで、より強力になります。 

 チームは、デプロイの速さと頻度にプライドをかけます。少ない変更でより頻繁にデプロイす

ることは、運用上のリスクを減らし、セキュリティ戦略に対し、素早い前進を示します。 
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統合された開発、セキュリティ、運用チームは、3 つの重要な使命を共有しています。 

 

 継続的統合または継続的開発ツールチェーンを強固にします。 

 ツールチェーンを超える、回復力のあるソフトウェアの開発を可能にし、進めます。 

 すべてのセキュリティインフラストラクチャとソフトウェアをツールチェーン全体にデプロイします。 
 

該当する場合は、現在のセキュリティの実践に対する変更を決定することで、スムーズに 

AWS 導入戦略を立てることができます。 

 
 
 

結論 

AWS の導入行程を開始したら AWS の部分を環境に取り込むため、セキュリティ対応を更

新します。このセキュリティ視点のホワイトペーパーでは、AWS 上での運用がセキュリティ対策

にもたらす利点を活かす方法をご案内します。AWS ウェブサイトでは、より多くのセキュリティ

情報がご利用いただけます。このサイトではセキュリティ機能が詳しく説明されており、一般的

な導入の、より多くの詳細な慣例上のガイダンスが提供されています。セキュリティに焦点を

合わせたコンテンツの包括的なリスト 4 もあります。これは、AWS 導入の取り組み準備を進

める際に、セキュリティチームの各メンバーが確認する必要があります。 

https://aws.amazon.com/security/security-resources/
https://aws.amazon.com/security/security-resources/
https://aws.amazon.com/security/security-resources/
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付録 A: AWS CAF のセキュリティ視点全体の進

捗の追跡 

 
この付録に記載されていた、重要なセキュリティイネーブラとセキュリティエピックの進捗モデルを

使用して、AWS CAF セキュリティ視点の導入の進捗と完成度を測定できます。導入の堅

牢性を評価したり、単純に今後の工程について会話を促進する手段としてなど、プロジェクト

の計画を目的として、イネーブラと進捗モデルを使用できます。 

 

 

重要なセキュリティイネーブラ 

重要なセキュリティイネーブラは、継続的に追跡するための道しるべになります。3 つの値から

成る、スコア付けモデルを使用します。未対応、対応中、完了です。 

 

 クラウドセキュリティ戦略 [未対応、対応中、完了] 
 

 利害関係者の通信プラン [未対応、対応中、完了] 
 

 セキュリティカートグラフィー [未対応、対応中、完了] 
 

 責任共有モデルの文書化 [未対応、対応中、完了] 

 

 セキュリティオペレーション作戦および実践 [未対応、対応中、完了] 

 

 セキュリティエピックプラン [未対応、対応中、完了] 
 

 セキュリティインシデント対応シミュレーション [未対応、対応中、完了] 
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セキュリティエピック進捗モデル 

セキュリティエピックの進捗モデルは、本書で説明されている 10 個のセキュリティエピックの

導入の進捗を評価するのに役立ちます。0 (ゼロ) から 3 のスコア付けモデルを使用して、

堅牢性を測定します。Identity and Access Management や、ログ記録とモニタリングの

エピックのサンプルを提供していたため、この進歩がどのように機能するかをお分かりいただけ

たと思います。 

 

核となる 5 つのセキュリティエピック:  

0 - 未対応 

1 - アーキテクチャとプラン内で対応済み 

2 - 最小時間での導入 

3 - エンタープライズ対応の生産導入 
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セキュリティエピック 0 1 2 3 

Identity and Access 

Management 

例: オンプレミスと 

AWS ID との間に関

係はありません。 

例: 労働力のライフサ

イクルアイデンティティ

管理のために、アプロ

ーチが定義されます。

IAM アーキテクチャが

文書化されました。職

務機能は IAM ポリシ

ーの必要性にマッピン

グされました。 

例: アーキテクチャで

の定義に従い実装さ

れた IAM。いくつか

の職務機能にマッピ

ングされた、実装済

み IAM ポリシー。

IAM 実装が検証さ

れました。 

例: IAM ライフサイク

ルワークフローの自 

動化。 

ロギングと 

モニタリング 

例: AWS が提供す

るログ記録とモニタリ

ングソリューションの

使用なし。 

例: ログの集計、モニ

タリング、セキュリティイ

ベント管理プロセスへ

の統合で、アプローチ

が定義されます。 

例: プラットフォームレ

ベルとサービスレベル 

でのログ記録が有 

効になり、集中化され

ます。 

例: セキュリティ解

釈をともなうイベント

は、セキュリティワー

クフローと、インシデ

ント管理のプロセス

とシステムの、根幹

となるところで統合

されます。 

インフラストラクチャ

セキュリティ 

    

データ保護 
    

障害管理 
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核となる 5 つの増加:  

0 - 未対応 

1 - アーキテクチャとプラン内で対応済み、 

2 - 最小時間での導入 

3 - エンタープライズ対応の生産導入 
 
 

 

セキュリティエピック 0 1 2 3 

弾力 
    

DevSecOps     

コンプライアンス

検証 

    

設定および 

脆弱性管理 

    

セキュリティビッグデータ 
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CAF の分類と期間 

Cloud Adoption Framework (CAF) は、以前のお客様とのやりとりから、ガイダンスとベス

トプラクティスを把握するために作成されたフレームワーク AWS です。AWS CAF の視点はそ

れぞれ、組織におけるクラウドベース IT システムの導入に関する重点領域を表します。たとえ

ば、セキュリティの視点は、AWS 環境に移行するときに、既存のセキュリティコントロールを評

価し、強化するためのガイダンスとプロセスを提供します。 

 

CAF の視点はそれぞれ、コンポーネントとアクティビティから成ります。コンポーネントは視点の

下位領域であり、注意が必要な特定の側面を表します。 

このホワイトペーパーでは、セキュリティの視点の各コンポーネントについて紹介します。アクティ

ビティは、組織がクラウドに移行し、クラウドソリューションを継続的に運用するために使用でき

る実践的な計画策定について、より具体的なガイダンスを提供します。 

 

たとえば、Directive  は 1 つのコンポーネントで、AWS 責任共有モデルをお使いのエコシステ

ムに合わせることができます。エコシステムは、コンポーネント内のアクティビティである場合があり

ます。 

 

組み合わせると、AWS クラウドの導入の行程を通して、クラウド導入フレームワーク (CAF) 

およびクラウド導入方法 (CAM) を、ガイダンスとして使用できます。 

 

コメント 
 

1 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf 

2 https://aws.amazon.com/compliance/ 

3 https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/ 

4 https://aws.amazon.com/security/security-resources/ 


