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要約 

アマゾン ウェブ サービス（AWS）上でのアプリケーションのデプロイは、容易で時間もかからず、高い費用

対効果を期待できます。クラウドアプリケーションの実動環境へのデプロイと併せて、内部レビューまたは外

部監査のために AWS の使用の評価をアシストするチェックリストがあれば役立ちます。本ペーパーは、AWS 

のお客様の社内コンプライアンスチーム、社外監査担当者、および内部レビューまたは外部監査のために 

AWS の使用を評価または監査する方を対象としています。本ペーパーでは、組織による AWS 使用のセキュリ

ティ評価の策定および実行に役立つチェックリストを提供します。この評価は、業界や規制の基準によって要

求されることがあります。本ペーパーは、「運用チェックリスト」を基に作成されています。この「運用チェ

ックリスト」は、組織のアプリケーションの運用準備状態の評価に役立つ運用面とアーキテクチャ面のガイダ

ンスを提供しています。 

はじめに 

アマゾン ウェブ サービス（AWS）は、柔軟性と費用対効果が共に高く、使用が容易なクラウドコンピューテ

ィングプラットフォームです。AWS は、アプリケーションのデプロイに使用できる、一連のインフラストラ

クチャサービスを提供しています。本ペーパーは、お客様の内部セキュリティ、リスク、およびコンプライア

ンスを担当するチーム、および AWS の使用を評価する必要のある、お客様の外部監査担当者を対象としてい

ます。しかし、このペーパーは、AWS の使用プランとセキュリティ監査のベストプラクティスを比較考慮す

るどの組織にも、役立てていただけます。 
 

また AWS は、運用チェックリスト（基本運用チェックリストおよびエンタープライズ運用チェックリスト）

を提供しています。このチェックリストは、開発者、設計者、および運用およびアーキテクチャに関する 

AWS のガイダンスを必要とする方を対象に、アプリケーションの運用準備状態の評価に役立ていただけるよ

うに用意されたものです。  

 

  

基本運用チェックリスト 

開発者およびシステムアーキテクト 

特定のサービスおよび機能を立ち上
げる前に、アプリケーションがどのよ
うにそれらのサービスと機能を使用
するのか、お客様が評価できるよう
に支援する 

エンタープライズ運用チェックリスト 

エンタープライズアーキテクト 

エンタープライズがクラウドへの移行
や運用戦略を構築する際に検討す
るべき主な項目をエンタープライズ
が識別できるように支援する 

セキュリティ監査チェックリスト 

監査担当者、またはリスクおよびコン
プライアンスの専門家 

特定の業界または AICPA、NIST、ISO
、PCI SSC などの管理機関が要求す
るセキュリティ制御を評価するお客様
を支援する 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf#page=5
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf#page=6
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チェックリストの使用方法 

セキュリティ監査チェックリスト – このチェックリストは、AWS のお客様およびその監査担当者による AWS 

使用の評価を支援することを目的としてします。このような評価は、業界や当局の基準によって要求されるこ

とがあります。このような評価が必要な例を以下に示します。 

 AWS サービスの機能が情報セキュリティの目標を満たしているかを評価し、今後の AWS クラウドにお

けるデプロイが安全で規格を遵守した方法で行われることを確認する 
 組織による AWS のこれまでの使用を評価し、セキュリティを重視したプラクティスが実施されている

かを検証する 

 AWS の使用ポリシーを策定する、または既存のポリシーが遵守されているかを確認する（あるいはそ

の両方） 
 

AWS は、このような評価に関連するさまざまなセキュリティ基準を広範囲にわたって遵守しています。ただ

し、本ペーパーは、特定の基準やフレームワークを提唱するものではありません。むしろ、このペーパーは、

American Institute of Certified Public Accountants（AICPA）、国際標準化機構（ISO）、National Institute of 

Standards and Technology（NIST）、Payment Card Industry Security Standards Council（PCI SSC）、Information 

Systems Audit and Control Association（ISA CA）など、業界機関や政府機関が求めるセキュリティ制御の評価を

実施する際にお客様や監査担当者が使用することができる、一般的な項目を記述しています。 

このペーパーは、以下の分野に基づく評価をサポートするチェックリストを掲載しています。 

 ガバナンス 

 資産の設定と管理 

 論理アクセス制御 

 データの暗号化 

 ネットワークの設定と管理 

 セキュリティのロギングとモニタリング 

 セキュリティインシデントの対応 

 障害復旧 
 

このペーパーには、監査担当者がオンプレミス環境やホスト型環境とは異なる方法で実行しなければならない、
セキュリティに関連の分野と項目だけが記載されています。管理者が SSH を使って特定のリソースにリモート

アクセスできるか確認するなど、IT システムや組織で通常実行される一部の監査タスクは、クラウド環境でも

オンプレミス環境でも同じです。そのようなタスクについては、このペーパーでは扱われません。さらに、

AWS からお客様のシステムに継承されているセキュリティ制御もいくつかあります。これらの制御は AWS イ

ンフラストラクチャに関連しているため、お客様がこれらの制御について、文書を作成したりテストを実施し

たりすることはありません。これらの制御には、サーバーや機器を格納している AWS データセンターを物理

的および環境面で保護する手段や、それらのサーバーや機器のメンテナンスが含まれています。コンプライア

ンスに対する取り組みの一環としてこのような制御に関する文書やテストが必要な組織は、

https://aws.amazon.com/compliance/contact/で、該当する AWS コンプライアンスレポートをリクエストするこ

とができます。  
 

チェックリスト 意図されている用途 対象とするお客様 

基本的な運用チェックリスト 

特定のサービスおよび機能を立ち上げ

る前に、アプリケーションによる特定

のサービスと機能の使用をお客様が評

価できるように支援する 

開発者およびシステム設

計者 

エンタープライズ運用チェッ エンタープライズがクラウドへの移行 エンタープライズの設計

https://aws.amazon.com/compliance/contact/
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf#page=5
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf#page=6
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クリスト や運用戦略を構築する際に検討するべ

き主な項目をエンタープライズが識別

できるように支援する 

者 

セキュリティ監査チェックリ

スト 

特定の業界または AICPA、NIST、ISO、

PCI SSC などの管理機関が要求するセキ

ュリティ制御を評価するお客様を支援

する 

監査担当者、またはリス

クおよびコンプライアン

スの専門家 

 

AWS 使用の監査のコンセプト 

AWS を使用している組織のシステムとデータのセキュリティ監査では、以下の概念を考慮してください。 
 

I. AWS の責任共有モデルを理解する AWS 内に存在する資産を効果的に評価するためには、お客様と 

AWS がそれぞれどの資産カテゴリを管理しているかを、お客様が理解する必要があります。 

 AWS は、ホストオペレーティングシステム、仮想レイヤから、サービスが稼働している施設の

物理的なセキュリティに至るまで、AWS が運用、管理、および制御するコンポーネントに対し

て、安全でグローバルなインフラストラクチャとサービスを提供します。システムのこれらの

部分は、AWS の証明書とレポート（Service Organization Control（SOC）レポート、ISO 27001 証

明書、PCI アセスメントなど）を通じて、お客様が確認することができます。該当する AWS の

コンプライアンス証明書とレポートは、https://aws.amazon.com/compliance/contact/ でリクエス

トすることができます。  

 お客様は、組織が AWS 資産の上に配置するすべての項目、または AWS 資産に接続するすべて

の項目のセキュリティに対する責任を負います。このような項目には、仮想マシンインスタン

ス上のゲストオペレーティングシステムやアプリケーション、S3 バケットのデータとオブジェ

クト、RDS データベースなどがあります。 
 

組織の検証作業を効果的に指揮するためには、責任と制御がこのように分離されていることを理解す

ることが必要です。次の図 1 を参照してください。 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf#page=6
https://aws.amazon.com/compliance/contact/
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図 1: 責任共有モデル 

 

詳細な情報は、AWS セキュリティセンター、AWS コンプライアンス、および 

http://aws.amazon.com/whitepapers/ で公開されている AWS ホワイトペーパーで確認できます。 
 

II. 組織の AWS 資産を定義する – お客様の AWS 資産には、インスタンス、データストア、アプリケーショ

ン、データそのものなどがあります。AWS 使用の監査は、通常、資産の特定から始まります。パブリ

ッククラウドインフラストラクチャ上の資産は、カテゴリ上は社内環境のものと異なってはいません。

AWS によって管理対象資産が可視化されるので、状況によってはインベントリがより簡潔になる場合

もあります。 
 

III. 総合的にセキュリティを管理する – AWS インフラストラクチャは、組織の情報セキュリティ管理プロ

グラムから切り離せないものです。セキュリティコントロールの目的は、システムやデータがどこに

存在しているかにかかわらず一貫しているべきですが、制御計画と監査計画は本ペーパーのガイドラ

インに従って変更することができます。 
 

考慮事項のリストはハイレベルで、技術的な詳細情報は限定的にしか提供されていません。お客様のスキルセ

ットおよび AWS に対する習熟度によっては、セキュリティ要素を完全に評価するために他の AWS リソースを

参照することが必要な場合もあります。たとえば、アプリケーションプログラミングインターファイス（API）

呼び出しの Multi-Factor Authentication（MFA）がコンソールでどのように実行されるかを理解するには、AWS 

https://aws.amazon.com/security/
https://aws.amazon.com/compliance/
http://aws.amazon.com/whitepapers/
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ウェブサイトの IAM セクション（http://aws.amazon.com/iam/）を参照することをお勧めします。上記のセキ

ュリティメカニズムのより技術的な情報やサービス固有の考慮事項については、

http://aws.amazon.com/whitepapers/ にある資料を参照してください。 

セキュリティ監査チェックリスト 

次の表にある、各チェックリストカテゴリの詳細情報は、本書の後続セクションへの内部参照からご覧いただ

けます。 

 チェックリストのカテゴ

リ 

説明 

 監査前の手順 組織は監査の準備ができていますか? 

 ガバナンス 

組織は、AWS サービスおよびリソースがどのように使われているか、理解して

いますか?組織のリスク管理プログラムには、AWS の使用が考慮対象として含ま

れていますか? 

 資産の設定と管理 

組織は、資産のセキュリティ、安定性、および整合性を保護するため、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脆弱性を管理していま

すか? 

 論理アクセス制御 

組織は、AWS でユーザーと許可がどのように設定されているか理解しています

か?組織は、AWS アカウントに関連付けられている認証情報を安全に管理してい

ますか? 

 データの暗号化 
組織は、組織のデータがどこに保存され、どのように保護されているか理解し

ていますか? 

 ネットワークの設定と管理 組織は、AWS リソースのネットワークアーキテクチャを理解していますか? 

 
セキュリティのロギングとモ

ニタリング 

AWS 上に存在している組織のシステムで、ロギングとモニタリングが実施され

ていますか? 

 
セキュリティインシデントの

対応 

組織のインシデント管理計画とプロセスに、AWS 環境内のシステムは含まれて

いますか? 

 障害復旧 組織の障害復旧戦略に、AWS 環境のシステムは含まれていますか? 

  

http://aws.amazon.com/iam/
http://aws.amazon.com/whitepapers/
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監査前の手順 
 

監査の実施前に、監査計画と範囲を確認し、既知のリスクを識別することは重要です。 
 

監査前手順のチェックリスト 

 チェックリストの項目 

 組織内の AWS の使用を理解する。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に調査とインタビューを行います。 

 ネットワークスキャン、または綿密な侵入テストを実施します。 

 どのサービスを使用中か理解するため、Amazon.com または AWS に関連する支出レポートや注文書

（PO）の支払いを確認します。クレジットカードによる請求は、「AMAZON WEB SERVICES 

AWS.AMAZON.CO WA」などと表示されます。 

注: 組織内には、個人アカウントなどを使用して AWS アカウントにサインアップした人がいるかもしれないの

で、IT チームおよび開発チームの調査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。 

 AWS 監査目標を定義する。 

 監査目的は上位に位置するもので、監査の全体的な目標を説明したものにしてください。 

 組織内の AWS 監査目標を確認し、目標を監査プログラムとスケジュールに合ったものにします。 

 組織の監査プログラム、年間計画、および企業憲章に合わせて、監査目標を変更します。 

 レビュー対象の AWS の境界を定義する。レビューの範囲を定義してください。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

で理解してください。 

 使用中または使用検討中の AWS サービスの解説を取得します。 

 使用中または使用検討中の AWS サービスのタイプを識別した後、レビュー対象に含めるサービスと

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問題を特定し、それらの問題に関連する文書の更新を査定します。 

 リスクを特定する。該当する資産のリスク評価が実行されているかどうかを識別します。 

 リスクを確認する。リスク評価レポートのコピーを入手し、そのレポートに現在の環境が反映されているか、

およびその他のリスク環境が正確に記述されているかを見極めます。 

 リスク関連文書を見直す。各要素を確認した後、リスク管理のポリシーや手順と照らし合わせながら、リスク

処理計画とタイムライン/マイルストーンを見直します。 

 AWS の使用をリスク評価に組み込みます。組織のリスク評価プロセスに AWS サービス要素を組み込んで、実

施します。主要リスクには、以下のものがあります。 

 AWS の使用に関連するビジネスリスクを識別し、ビジネスの所有者と主要な利害関係者を特定しま

す。 

 AWS サービスの使用において、および機密性、整合性、可用性を保護するための組織のセキュリティ

基準において、ビジネスリスクが調整され、評価され、あるいは分類されていることを確認します。 

 AWS サービスに関連して以前行われた監査（OC、PCI、NIST 800-53 関連の監査など）を再確認しま

す。 

 以前識別されたリスクが適切に処理されているかどうかを確認します。 
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 AWS レビューを実行するための、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。 

 IT 管理者とリスクについて話し合い、リスク評価を調整します。 

1. ガバナンス 
定義: ガバナンスには、指示や意図が組織のセキュリティに関する姿勢を反映したものであることを保証する

ために必要な、上層部による管理上の要素が含まれています。これは、情報セキュリティプログラムを実装す

るための構造的アプローチを利用することで実現できます。つまり、この監査を計画するという目的の下に、

組織が購入した AWS サービス、AWS サービスに関して使用する予定のシステムと情報の種類、およびそれら

のサービスに適用されるポリシー、手順、計画を理解するという意味です。 
 

主な監査点: 組織が使用している AWS サービスとリソースが何かを理解し、組織のセキュリティまたはリスク

管理プログラムで、パブリッククラウド環境の使用が考慮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、組織内における AWS アカウント所有者とリソース所有者、および各

所有者が使用している AWS サービスとリソースの種類を見極めます。組織のポリシー、計画、手順に、クラ

ウドの概念が含まれていること、および組織の監査プログラムの範囲にクラウドが含まれていることを確認し

ます。 
 

ガバナンスのチェックリスト 

 チェックリストの項目 

 資産を識別する。各 AWS アカウントには、それに関連付けられた連絡用の電子メールアドレスがあります。

AWS アカウントによってアカウントの所有者を識別することができます。登録時にユーザーが使用したメール

アドレスによっては、この電子メールアドレスが公共の電子メールサービスプロバイダが提供するアドレスに

なっている場合があることを理解しておくのは重要です。 

 AWS 上でデプロイされているもの、その管理方法、およびそれが組織のセキュリティポリシー、手

順、基準とどのように連結しているかを理解するため、各 AWS アカウントまたは資産の所有者と公

式のミーティングを実施することができます。 

注: AWS アカウント所有者は財務部門や購買部門の人で、組織の AWS リソースの使用を実際に理解しているの

は IT 部門の人である場合があります。このような場合、両者へのインタビューが必要になる可能性がありま

す。 

 ポリシーを評価する。組織のセキュリティ、個人情報、およびデータ分類に関する各ポリシーを評価および確

認して、どのポリシーが AWS サービス環境に適用されるかを見極めます。 

 AWS サービスの取得に関して、公式のポリシーやプロセスが存在するかを確認して、AWS サービス購

入の承認方法を見極めます。 

 組織の変更管理プロセスとポリシーに AWS サービスが含まれているかを確認します。 

 リスクを評価する。AWS でデプロイされているデータの重要性を、組織の全体的なリスクプロファイルおよび

リスク許容値と照らして評価します。これらの AWS 資産が、組織の公的なリスク評価プログラムに組み込ま

れていることを確認します。  

• リスクプロファイルに基づいて、AWS 資産を識別し、資産に関連付けられた保護目標を設定する必要

があります。 

 監査計画を変更する。以前実行されていなかった場合は、AWS システムの範囲を含めるように監査計画を変更
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します。必要に応じて、該当する年間セキュリティ評価手順および年間外部監査イニシアティブに AWS 資産

を追加します。 

 AWS 環境への IT リソースのデプロイに対応したものとなるように、IT 管理ポリシーおよびセキュリ

ティポリシーが更新されていることを確認します（これは監査の終了時に実行できます）。 

 

2. 資産の設定と管理 
定義: AWS のお客様には、お客様が AWS リソース上にインストールしたもの、または AWS リソースに接続す

るすべてのもののセキュリティを保守する責任があります。AWS リソースを安全に管理するということは、

組織が使用しているリソースを把握し（資産インベントリ）、リソース上のゲスト OS およびアプリケーショ

ンを安全に設定し（安全な構成設定、パッチ処理、マルウェア対策）、そしてリソースに対する変更を制御す

るということです。 
 

主な監査点: お客様は自分の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脆弱性を管理して、

資産のセキュリティ、安定性、整合性を保護しなければなりません。 
 

監査アプローチ: ゲスト OS とアプリケーションが、組織のポリシー、手順、基準に従って、設計、設定、パ

ッチ処理、および堅牢化されていることを確認します。OS およびアプリケーションのすべての管理プラクテ

ィスが、オンプレミスと AWS のシステムとサービス間で共通している場合があります。 
 

資産の設定と管理のチェックリスト 

 チェックリストの項目 

 資産インベントリのリストを取得する。資産インベントリのリストを作成し、突き合わせを行うことで、アカ

ウント所有者とリソース所有者が組織で使用されている AWS リソースを把握していることを確認します。 

 資産インベントリのリストに挙げられたリソースにインストールされているサービスを確認します。 

 パッチ処理を評価する。ガバナンスレビューで実行した資産識別で、すべての運用インスタンスが対象に含ま

れ、分類されていることを確認します。すべての AWS アカウント総数を文書化することは、AWS 環境内のす

べての運用資産を効果的に識別するために非常に重要です。 

 ソフトウェアとシステムのコンポーネント用パッチの管理で実施されているプロセス（識別、テス

ト、デプロイ）に、AWS 環境内の資産が含まれていることを確認します。このプロセスには、脆弱性

の識別、システムのパッチレベルの確認、パッチ処理の実装などを含まれているべきです。 

 設定管理を評価する。すべての AWS システムコンポーネントに対して組織的な設定管理プラクティスが使用

されていることを確認し、既知のセキュリティ脆弱性に対処するのにその基準が適切である確認します。 

 AWS では、一般的（パブリック）なまたは組織固有の AMI（Amazon マシンイメージ）に基づいて、

新しいインスタンスを開始できるようになっています。使われるマシンイメージを評価し、内部コン

プライアンスチームやセキュリティチームが実施したレビューによって、イメージの使用が承認され

ているかを確認します。承認されたマシンイメージを確立すると、新しいイメージが組織のポリシー

やプロセスに準拠しているか確認しやすくなります。 

 インスタンスごとに、必要なセキュリティ、監査、および確認の手順を実行します。これらの手順に

は、ベンダーから提供されたデフォルト値がデプロイ前に変更されたか、デフォルトのパスワードが

変更されたか、不要なアカウントが削除されたかなどの確認が含まれる場合があります。 

 組織のポリシーによって要求されている場合、各サーバーに割り当てられている主要機能が 1 つのみ

であるかを確認します。 
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 チェックリストの項目 

 リモート管理アクセスが（SSH などを介して）安全に実行されているか確認します。これには、強力

な暗号の使用（使用可能な場合）などが含まれます。 

 不要な機能やアカウントがすべて削除されているかを確認します。 

 不要なスクリプト、ドライバ、機能、サブシステム、EBS ボリューム、ウェブサーバーが動作してい

ないことを確認します。 

 権限アクセスを評価する。オペレーティングシステムおよびアプリケーションへのアクセスは制限されている

べきです。オペレーティングシステムおよびアプリケーションへのアクセスを確認して、アクセスが適切かど

うか、およびアクセスが組織のポリシーと手順に則って管理されているかを見極めます。 

 アクセスロギングが、アクセス権限レベルに応じた、定義されている組織のアクセス基準と合ってい

ることを確認します。一般的に、ゲストオペレーティングシステムおよびアプリケーションのロギン

グは、社内システムの場合と同じように実行できます。 

3. 論理アクセス制御 
定義: 論理アクセス制御は、特定のシステムリソースにアクセスできるユーザーまたは機器を決定するだけで

なく、リソースに対して実行可能な操作の種類（読み取り、書き込みなど）も決定します。AWS リソースへ

のアクセス制御の一環として、ユーザーおよびプロセスは、特定の機能を実行する権限または特定のリソース

にアクセスする権限があることを確認するための認証情報を提示しなければなりません。AWS が要求する認

証情報は、サービスの種類とアクセス方法によって異なり、パスワード、暗号キー、証明書などがあります。

AWS リソースへのアクセスは、AWS アカウント、AWS アカウントの下で作成された個々の AWS Identify and 

Access Management（IAM）のユーザーアカウント、または企業ディレクトリとの ID 連携（シングルサインオ

ン）を通じて行えます。AWS Identity and Access Management（IAM）により、組織のユーザーは、AWS サービ

スおよびリソースへのアクセスを安全にコントロールすることができます。組織は IAM を使用して、AWS の

ユーザーとグループを作成および管理し、AWS リソースへのアクセスを許可および拒否できる許可を使用す

ることができます。 
 

主な監査点: 監査のこの部分では、組織で使用中のサービスに関して、ユーザーと許可が AWS でどのようにセ

ットアップされているかを識別することに力点が置かれます。すべての AWS アカウントに関連付けられてい

る認証情報が、組織によって安全に管理されていることを確認することも重要です。 
 

監査アプローチ: AWS 資産に対する許可が、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る

ことを確認します。注: AWS Trusted Advisor を利用して、IAM ユーザー、グループ、および役割の設定を確認

することができます。詳細については、このホワイトペーパーの「AWS Trusted Advisor」のセクションを参照

してください。 
 

内部アクセス制御のチェックリスト 

 チェックリストの項目 

 AWS アカウント管理を評価する。監査対象の情報システムまたは組織ごとに、AWS アカウント（ルートアカ

ウントとも呼ばれる）の所有権と管理について文書化します。 

 責任の割り当てが適切かどうかを評価します。 

 AWS サービスへの完全またはハイレベルなアクセス権を持つ個人が、2 つの AWS ユーザーアカウン

トを所有することが実際的かどうかを検証します。 

 管理レベルタスク用に AWS アカウントを 1 つ、ユーザーアクセス操作にもう 1 つの AWS ユーザーア

カウントを使用することを検討してください。これにより、機密性の高いアカウントが脅威にさらさ

http://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
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 チェックリストの項目 

れるリスク、誤ってアカウントが削除されることや情報漏えいのリスクを抑えることができます。 

 Multi-Factor Authentication（MFA）を評価する。ポリシーで AWS アカウントの Multi-Factor Authentication が必

須かどうかを確認します。詳細情報を見る... 

 必須の場合は、AWS マネジメントコンソールをチェックして、AWS アカウントと個々の IAM ユーザ

ーアカウントで MFA が実施されているか確認します。詳細情報を見る... 

 Identify and Access Management（IAM）ユーザーアカウントを確認する。AWS アカウント所有者と協力して、

AWS マネジメントコンソールにログインし、どの IAM ユーザーアカウントが存在するかを確認します。 

 許可を文書化し、適切かどうかを評価します。組織のポリシーに従って、一時的な認証情報の使用を

評価します。これは、問い合わせや AWS アカウントでアクティブになっている IAM ユーザーアカウ

ントを確認することで実行できます。詳細情報を見る... 

 グループの許可を確認する。AWS マネジメントコンソールにログインして、AWS IAM 内の AWS グループの使

用を確認します。これらは、同じ AWS アカウントを使用する AWS ユーザーを集めたもので、ユーザー管理機

能を支援するために使われます。 

 各 AWS グループの AWS リソースへのアクセス権を確認し、AWS IAM ポリシーの割り当てと比較しま

す。 

 AWS グループに割り当てられているすべての許可とポリシーは、そのグループのメンバーである 

AWS IAM ユーザーアカウントに累積的に適用されます。詳細情報を見る... 

 組織のシステムユーザーアカウントを確認する。AWS リソースへのアクセス権を付与するため、組織の認証

システムが AWS と連結しているかを見極めます。これは、監査担当者に AWS 許可を持つユーザーアカウント

を割り当て、ログインまたはデータアクセス権限をテストすることで確認できます。適切であると特定された

すべての AWS 資産がテスト対象に含まれるように、テストを調整してください。 

 組織の認証システム権限の影響を受けない AWS システムを識別します。それらのシステムを、通常

の許可管理システムの下に適切に配置できるかを検討します。 

 アプリケーションとシステムプロセスのアクセス認証情報を評価する。どのアプリケーションまたはシステム

プロセスが、API および AWS ソフトウェア開発キットを介して AWS サービスにアクセスするかを見極めま

す。アプリケーションまたはシステムプロセスが AWS リソースへのアクセスを必要とする場合、アクセスが

安全かつポリシーに従って提供されていることを確認し、自分の理解を文書化します。アクセス認証情報に

は、次の 3 つの種類があります。 

 対称暗号化キーの署名（REST/クエリ API とサードパーティ製ツールを介したアクセス用） 

 X.509 証明書と関連するプライベートキー（SOAP API およびコマンドラインを介したアクセス用） 

 マルチファクタ認証（オプション） 

 IAM ロールを評価する。AWS アカウント管理者は、IAM ロールを使用して、通常はアクセスできない組織の 

AWS リソースに対するアクセス権をユーザーやサービスに委任することができます。IAM ユーザーまたは 

AWS サービスは、ロールに基づいて一時的なセキュリティ認証情報を取得できます。この情報は、AWS API 呼

び出しに使用できます。IAM ロールと組織の AWS アカウントが共に使用されている場合は、ロールを見直し

て、AWS リソースへのアクセスにオペレーティングシステムのサービスとアプリケーションが必要とする、ア

クセス権と特定の権限のすべてのタイプに対して、AWS ロールが新規作成されることを確認します。詳細情報

を見る... 

 各 IAM ロールを評価して、AWS リソースへのアクセス権がどのように Identity and Access Management

（IAM）ポリシー RBAC（ロールベースのアクセス制御）に基づいて提供されているかを見極めます。 

http://aws.amazon.com/mfa/
http://aws.amazon.com/console/
http://aws.amazon.com/iam/
http://aws.amazon.com/iam/faqs/#How_will_group-based_permissions_work
http://aws.amazon.com/iam/faqs/#What_is_an_IAM_role
http://aws.amazon.com/iam/faqs/#What_is_an_IAM_role
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 チェックリストの項目 

 このタイプのアクセス権に関連する組織ポリシーがどれほど適用できるかを分析し、偏差があればそ

れを文書化します。 

 API に対して MFA が使われているかを確認します。注: AWS マネジメントコンソールは AWS サービス 

API を呼び出すため、アクセスパスにかかわらず、API に対して MFA を実施することができます。 

 アクセス制御テストを実施する。使われるアクセス権の種類に基づいて相応しいテストを実行します。テスト

には、次の項目が含まれることがあります。 

 アクセスキーのローテーションスケジュール（頻繁に実行） 

 X.509 証明書 PKI 統合、または AWS 証明書の使用 

 セキュリティ証明書とキー管理（プライベートキーが安全に保存され、AWS にアップロードされない

ことを確認します） 

 Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）か Active Directory（AD）認証を導入して AWS EC2 キーペ

ア認証を無効にするなど、代替認証メカニズムの実装も検討することができます 

 AWS リソースに対する許可管理を文書化する。組織の情報セキュリティ管理システムに、AWS リソースに対

する許可の管理と制御が含まれていることを確認します。組織の情報セキュリティ管理システムの管理下にな

い AWS ユーザーアカウントは特定してください。詳細情報を見る... 

 

4. データの暗号化 
定義: AWS に保存されたデータは、デフォルト設定でセキュアになります。AWS 所有者が作成した AWS リソ

ースにアクセスできるのは、その AWS 所有者だけです。ただし、機密性の高いデータを扱うお客様の中には、

AWS にデータを保存する際にデータを暗号化するという、追加の保護を必要とする方もいます。現在、デー

タ保存前のクライアント側での暗号化に加え、サーバー側の自動暗号化機能を提供しているのは Amazon S3 サ

ービスだけです。その他の AWS データストレージオプションでは、お客様がデータの暗号化を実行する必要

があります。 
 

主な監査点: 保管時のデータは、組織が社内データを保護する場合と同じ方法で暗号化されているべきです。

また、多くのセキュリティポリシーでは、インターネットは安全性の低い通信メディアと見なされ、転送時の

データの暗号化を必須としています。組織のデータ保護が不適切であると、組織のセキュリティが危険にさら

される可能性があります。 
 

監査アプローチ: データがどこにあるかを理解し、保管されているデータと転送中のデータ（「フライト時の

データ」とも呼ばれる）を保護するために使われる方法を確認します。注: AWS Trusted Advisor を活用して、

データ資産への許可とアクセス権を確認することができます。詳細については、このホワイトペーパーの

「AWS Trusted Advisor」のセクションを参照してください。 
 

データの暗号化のチェックリスト 

 チェックリストの項目 

 データ資産と要件を特定する。ガバナンスレビューで実行した資産識別で、すべてのエンタープライズデータ

が対象含まれ、分類されていることを確認します。AWS アカウントの総数を文書化することは、AWS 環境内

のすべてのデータ資産を効果的に識別するために非常に重要です。 

 該当するすべてのデータ要素のデータストレージ要件を見極めます。 

http://aws.amazon.com/iam/faqs/#How_will_user_permissions_work
http://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
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 保管時のデータの暗号化を確認する。保管時の AWS データを暗号化するために、組織が使用している暗号化

アルゴリズムとメカニズムを評価します。 

 Amazon S3 の場合、クライアント側の暗号化またはサーバー側の暗号化が使用されているか確認する

ことも含まれます。詳細情報を見る... 

 他のすべての AWS データストレージオプションの場合、クライアント側で使われている暗号化メカ

ニズムを特定することが関係しています。 

 転送時のデータの暗号化を確認する。  

 転送時のデータ暗号化が必須の場合、該当するすべての AWS サービスが、HTTPS 転送用の安全なエン

ドポイントを介して接続されているかを識別します。また、ネイティブデータベースプロトコルや 

VPN ソリューションに対して、Windows X.509 証明書、SSH、SSL/TLS ラッパを使用するかどうかを決

定します。 

 AWS サービスを管理する際に、転送時のデータの保護について理解し、それに関連する文書を確認し

ます。 

注: お客様が、AWS ウェブコンソールか AWS API を使って、Amazon EC2 や Amazon S3 などの AWS サービ

スを管理します。これらの通信メカニズムのセキュリティは適切に文書化されているため、このような文

書確認の作業を行うことで、転送時のデータ（S3 データオブジェクトが AWS コンソールを介してアップ

ロードされるときなど）に実施される保護を理解するために必要なリスク評価機能がサポートされ、適切

な配慮が払われるようになります。 

 

5. 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、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が、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点が異なっています。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準じていることを確認しなければなりません。このようなセ

キュリティ要件には、パブリックリソースとプライベートリソース（信頼されないリソースと信頼されるリソ

ース）を分離するのに DMZ を使用すること、サブネットテーブルとルーティングテーブルを使ってリソース

を分離すること、DNS が安全に設定されていることが含まれます。また、VPN の形式で追加の転送保護は必要

か、受信トラフィックと送信トラフィックを制限するかなども考慮されます。ネットワークのモニタリングを

実行する必要があるお客様は、ホストベースの侵入検出およびモニタリングシステムを使ってこれを実行でき

ます。  
 

主な監査点: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において、セキュリティが

危険にさらされかねない不適切な設定や設定抜けがないか調べます。  
 

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からのア

クセスと組織のプライベートネットワークからのアクセスを許可するためにどのようにリソースが設定されて

いるかを把握します。注: AWS Trusted Advisor を利用して、AWS の構成設定を確認することができます。詳細

については、このホワイトペーパーの「AWS Trusted Advisor」のセクションを参照してください。 
 

ネットワークの設定と管理のチェックリスト 

 チェックリストの項目 

 EC2 インスタンスへのトラフィックを確認する。AWS EC2 セキュリティグループは、インスタンスに対するホ

ストベースのファイアウォールとして機能します。EC2 セキュリティグループが、ポート、プロトコル、また

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingEncryption.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
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は発信元 IP アドレス（個々の IP または Classless Inter-Domain Routing（CIDR）ブロック）別に、インスタンス

へのインバウンドトラフィックを制限するよう、組織によって適切に設定されていることを確認します。 

 VPC ネットワークへのトラフィックを確認する。ネットワークのセグメンテーションが AWS 環境内でどのよ

うに適用されるかを識別します。 

 セキュリティゾーン。AWS VPC 内のプライベートおよびパブリックのサブネットワーク（DMZ）を使

って、AWS リソースを信頼されるセキュリティゾーンと信頼されないセキュリティゾーンに分割する

べきかどうかを決定します。これには、以下の項目のコントロールとモニタリングが必要になる可能

性があります。 

- ゾーン間通信 

- ゾーンごとのアクセス制御権限の使用 

- 専用の管理チャネル/ロールを使ったゾーンの管理 

- ゾーン単位での機密性ルールと整合性ルールの適用 

 ネットワークのセグメンテーション AWS VPC を使って、プライベートサブネットワークを作成する

場合、対象となるサブネットワークを識別し、その使用方法を見極めます。たとえば、組織のエンテ

ィティや特定の作業負荷を分離するかどうかを検討します。 

 サブネット間でサービスへのアクセスを制限するために、ワークアクセスコントロールリスト

（NACL）が必要かどうかを見極めます。VPC NACL を確認し、組織の NACL ポリシーと比較します。 

 トラフィックフロー内の保護レイヤの使用を検証して、すべてのトラフィックがセキュリティゾーン

を通るようにします。 

 すべてのネットワーク制御の実装における一貫性を評価します。柔軟性に富んだクラウドインフラス

トラクチャと自動化されたデプロイのメリットの 1 つは、すべての AWS リージョンに対して同一の

セキュリティ制御を適用できることです。同じデプロイを繰り返し適用できるため、全体的なセキュ

リティ体制を向上させることができます。 

 追加のネットワーク制御を確認する。一部の組織では、インラインアプローチを使用して、ネットワークレベ

ルのセキュリティ制御アプライアンスをデプロイすることもあります。この場合、トラフィックは、最終送信

先に転送される前に、傍受され、分析されます。 

 外部の脆弱性評価が定期的に、そしてポリシーごとに実行されていることや、大きなシステム変更

（スキャニングなど）が実行されたかどうかを確認します。 

 組織が定期的に侵入テストを実行していることを確認します。 

 最新の脆弱性評価を取得して確認し、脆弱性を解決するための問題とタイムフレームをたどって、修

正に払われた作業を確認します。 

 脆弱性および侵入テストプロセスが、組織のポリシーおよび手順に従っているかを確認します。 

 AWS に対して実行される組織の侵入テストが、AWS 適正利用規約および適切なスケジュール手順に

従っていることを確認します。AWS 侵入テストプロセスの詳細については、

https://aws.amazon.com/security/penetration-testing/ を参照してください。 

 

6. セキュリティのロギングとモニタリング 
定義: 監査ログは、組織の情報システムおよび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あっても、これらのシステムのセキュリティに影響を与える可能性があ

るアクティビティを識別するために使われるため、ログを適切に設定して保護することは重要です。 
 

主な監査点: 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、重要なシステムがモニタリ

ングの範囲から除外されている可能性があります。 
 

https://aws.amazon.com/security/penetration-testing/
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監査アプローチ: EC2 インスタンス上にインストールされているゲスト OS と重要なアプリケーションに対して

監査ロギングが実行されていること、および実装が組織のポリシーや手順に沿ったものであることを確認しま

す。特にストレージ、保護、およびログの分析に関連したものを考慮します。 
 

セキュリティのロギングとモニタリングのチェックリスト 

 チェックリストの項目 

 ロギング要件を確認する。組織のポリシー、手順、およびコンプライアンス要件ごとに、組織内でロギングす

る必要があるものを把握します。 

 以下を含め、すべてのユーザーアクティビティ、例外、およびセキュリティイベントのロギングを考

慮します。 

- ルートまたは管理権限を持つ個人が実行したアクション 

- すべての監査証跡へのアクセス 

- 無効な論理アクセス試行 

- 識別メカニズムと認証メカニズムの使用 

- 監査ログプロセスの初期化 

- システムレベルオブジェクトの作成と削除 

 所有している AWS 資産のインベントリを確認して、ロギングの観点から見て、AWS 資産に適用され

るポリシーおよび手順を見極めます。監査の力点は、AWS システム内のロギングレベルを把握するこ

とに置きます。重要なアプリケーションの場合、すべての「変更」、「追加」、「修正」、「削除」

トランザクションでログエントリが必要になることがあります。各ログエントリには、以下の項目が

存在していることがあります。 

- ユーザーID 

- イベントの種類 

- 日付およびタイムスタンプ 

- 成功または失敗の表示 

- イベントの発生元 

- 影響を受けるデータ、システムコンポーネント、リソースの ID または名前 

 組織のポリシーに基づいて、AWS システムコンポーネントおよび環境のすべてに対して、ロギングが

有効に設定されていることを確認します。 

 ロギングの範囲が、組織のニーズと釣り合っていることを確認します。 

 ユーザーアクセスロギングを確認する。影響を受けるすべてのシステムやユーザーに対して、アクセスロギン

グが実行されていること、および関連するすべてのユーザーアクティビティ、例外、セキュリティイベントが

ログに記録されていることを確認します。多くの AWS サービスには、アクセス制御監査証跡機能が内蔵され

ています。 

 アクセスログは、将来の調査に役立てられるよう、組織のポリシーに従って一定期間保持されます。 

 変更管理ロギングを確認する。変更ロギングの範囲を理解し、組織のポリシーおよび手順に基づいて、その範

囲が適切であることを確認します。変更管理ログは通常、インフラストラクチャの変更やリクエストの追加や

削除だけに制限されません。変更管理ログには、コードレポジトリの変更、ゴールドイメージ/アプリケーシ

ョンのインベントリ変更、プロセス/ポリシーや文書の変更なども記録されます。 

 AWS ログレポジトリを保護するために実行する手順を確認します。その手順が内部組織のポリシー要

件を満たしているか、またはそれと合っているかを確認します。 

 変更の修正や削除に関して、さまざまなロールの割当を確認します。 

 ユーザーがログデータを変更しようとしたときを識別できるよう、警告が発せられることを確認しま

す。ログに対するファイルの整合性モニタリングや変更検出ソフトウェアは、この目的をサポートす

るために役立つ可能性があります。 
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 チェックリストの項目 

 すべてのシステムコンポーネントのログを確認するために実施される手順を理解し、定期的な確認作

業が行われていることを確認します。ログの確認には、侵入検出システム（IDS）や Authentication, 

Authorization, and Accounting（AAA）サーバー（RADIUS など）などのセキュリティ機能を実行するサ

ーバーを含める必要があります。 

 ログの保護を確認する。ロギング機能およびログ情報は、不正使用や非認証アクセスから保護されている必要

があります。管理者ログとオペレータログは、認証されていない削除の標的になりやすいからです。AWS シス

テムログ情報を保護するためのチェックには、以下が含まれる場合があります。 

 システムコンポーネントに対して、監査証跡が有効でアクティブになっていることを確認します。 

 監査証跡ファイルを確認できるのは、ジョブに関連して必要性がある個人ユーザーだけであることを

確認します。 

 現在の監査証跡ファイルが、アクセス制御メカニズム、物理的分離、ネットワークの分離などによ

り、認証されていない変更から保護されていることを確認します。 

 現在の監査証跡ファイルが、変更が難しい一元管理されたログサーバーまたはメディアにバックアッ

プされていることを確認します。 

 外部向けテクノロジー（ワイヤレス、ファイアウォール、DNS、メールなど）のログが、セキュアな

一元管理された内部ログサーバーやメディアにオフロードまたはコピーされていることを確認しま

す。 

 システム設定、モニタリングアクティビティでモニタリング対象となっているファイルやそこから返

される結果を検証して、ログにファイル整合性モニタリングや変更検出ソフトウェアが使用されてい

ることを確認します。 

 セキュリティポリシーや手順を調べて、少なくとも毎日セキュリティログを見直す手順が含まれてい

ること、および例外に対するフォローアップが必須となっていることを確認します。 

 すべてのシステムコンポーネントに対して、定期的なログの確認が実行されていることを確認しま

す。 

 セキュリティポリシーや手順を調べて、監査ログ保持のポリシーが含まれていること、および必要な

期間の監査ログの保持を必須事項にしていることを確認します。 

 モニタリングメカニズムや手順を確認する。組織のセキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）のメカニズ

ムや手順が AWS 環境にまで拡張されていることを確認します。 

 AWS 環境から発生しているアラームがタイミングよく識別および処理され、それに対する対応が組織

のポリシーや手順に則ったものであるかをさらに確認します。 

 

7. セキュリティインシデントの対応 
定義: 責任共有モデルにおいては、セキュリティイベントが AWS と AWS のお客様の両方のインタラクション

によって、モニタリングされることがあります。AWS はハイパーバイザと基本インフラストラクチャに影響

を与えるイベントを検出し、そのイベントに対応します。お客様は、ゲスト OS からアプリケーションに至る

イベントを管理します。組織はインシデントへの対応に関する責任を理解し、既存のセキュリティモニタリン

グ/アラート/監査ツールとプロセスを、AWS リソースに合うように調整する必要があります。 
 

主な監査点: セキュリティイベントは、資産がどこにあるかにかかわらず、モニタリングする必要があります。

監査担当者は、すべての環境におけるインシデント管理制御のデプロイに一貫性があるかを評価し、テストを

通して全範囲が網羅されていることを確認することができます。 
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監査アプローチ: AWS 環境内のシステムに対するインシデント管理制御の存在と運用効果を評価します。 
 

セキュリティインシデントの対応のチェックリスト 

 チェックリストの項目 

 現在のインシデント管理プロセスを評価する。組織の情報セキュリティイベント処理プロセスの現在の状態を

評価します。 

 インシデント管理プロセスが、AWS サービスの利用を含むように拡張されているかを確認します。 

 インシデント管理計画を確認する。組織内の適切な役割と責任を考慮に入れながら、インシデント管理計画を

確認します。 

 インシデント管理計画通信を評価する。組織全体にインシデント管理計画をどのように周知させるかを検証し

ます。 

 

8. 障害復旧 
定義: AWS は、お客様が柔軟性の高いアプリケーションを構築し、重要なインシデントや障害シナリオに対し

て迅速に対応できるような、可用性が非常に高いインフラストラクチャを提供しています。ただし、AWS が

提供する複数のリージョンとアベイラビリティーゾーンを活用するには、高い可用性や迅速な復旧時間を必要

とするシステムが設定されていることを、お客様側で確認する必要があります。 
 

主な監査点: 識別されていない単一障害点があったり、障害復旧シナリオを処理する計画に不備があったりす

ると、組織に甚大な影響を及ぼす可能性があります。AWS 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、復旧時間目標（RTO）、復旧ポイント目標（RPO）など、お客

様のビジネス継続性（BC）や障害復旧（DR）目標 と SLA を混同しないでください。BC/DR の種々の要素は、

ソリューション設計に関連しています。より柔軟性の高い設計は、異なる AWS 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ていることが多く、データの複製が関係してきます。 
 

監査アプローチ: 環境の DR 戦略を理解し、組織の重要な資産のために採用されている耐障害性の高いアーキ

テクチャを見極めます。注: AWS Trusted Advisor を利用して、弾力性機能の一部の側面を確認することができ

ます。詳細については、このホワイトペーパーの「AWS Trusted Advisor」のセクションを参照してください。 
 

障害復旧のチェックリスト: 

 チェックリストの項目 

 現在の状態を理解する。AWS リソースに固有の、組織の DR 計画を入手して確認します。 

 組織の資産が利用している、現在の AWS リージョンと対応するアベイラビリティーゾーン（AZ）を

識別します。 

 組織の資産に対して、マルチ AZ デプロイ戦略が使われていたかを見極めます。AZ とは、他の AZ の

障害から隔離されるように設計された他と区別される場所です。AZ 全体に影響を与える傷害が発生

した場合に、サービスの損失を抑えるために、複数の AZ からインスタンスを起動することをお勧め

します。 

 現在資産が内在している各リージョンを識別します。法律上または規制上の要求により、組織のポリ

シーで使うことができないリージョンが指定されているかどうかを見極めます。 

 組織の AWS アーキテクチャ文書や DR 計画を見直したり、主要な DR 担当者と話し合ったりして、障

http://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
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 チェックリストの項目 

害時における推奨 DR 方法を特定します。 

 インシデント管理計画を確認する。組織内の適切な役割と責任を考慮に入れながら、インシデント管理計画を

確認します。 

 インシデント管理計画通信を評価する。組織全体にインシデント管理計画をどのように周知させるかを検証し

ます。 

 AWS 機能の使用を評価します。組織の DR 計画に、以下の項目が 1 つ以上含まれているかを識別します。 

 ストレージ/バックアップおよび復旧用に AWS を利用する – AWS EBS および S3 サービスは、ストレー

ジ/バックアップ目的のために利用することができ、障害発生時に適切なソースからデータを復旧し

ます。 

 パイロットライトソリューション – 組織の主要システムが AWS に設定され動作している場合に障害

が発生すると、環境の残りの部分がスケールアップされます。 

 ホットスタンバイソリューション – 重要なシステムおよび関連するサポートシステムはすべて、AWS 

の一番小さな環境で実行されています。 

 マルチサイトソリューション – 重要なシステムは AWS と、アクティブ-アクティブ設定で実行されて

いる、組織の独自インフラストラクチャにデプロイされます。 

 自動デプロイ – 重要なインフラストラクチャとサポートシステムはすべて、複数の AWS ソリューシ

ョンで実行されます。 

 DR 目的のユースケースに応じて、以下の点を考慮してください。 

- データバックアップについては、データが AWS サービスを使ってバックアップされているこ

とを確認し、組織内での各サービスの使用に関して、組織のデータ保持ポリシーが適用されて

いることを確認します。 

- データを正常に復元できることが確認された直近の DR テストを特定し、見直します。 

 さらに以下の事項を考慮する必要があります。 

- Amazon マシンイメージ（AMI）ライブラリの完全性を確認します。AMI が、関連するソフト

ウェア更新、設定変更、およびパッチがすべて適用された、完全な最新版になっていることを

確認します。 

- AWS リソースの自動プロビジョニングが使われているかを識別します。使われていない場合

は、これらの AMI の定期的に更新し保守するために実施されているプロセスを識別し、組織

のパッチ管理ポリシーや設定管理ポリシーに沿ったものであることを確認します。 

- インスタンス、データストア、およびデータベースがどのように複製されているかを理解しま

す。 

- 障害時に組織が必要とするドメイン名システム（DNS）の変更を確認し、このプロセスが DR 

計画で文書化されているかを確認します。 

- IT チームおよびビジネスチームと協力して、単一障害点（SPOF）分析をレビューします。 

- IT チームおよびビジネスチームが、DR 計画の一環として AWS 上に存在する組織の重要資産を

識別するための具体的なプロセスを策定したことを確認します。 

 DR テストを確認する。AWS インフラストラクチャ全体で実行される DR テストの流れとタイプを理解しま

す。 

 詳細なコンポーネント障害分析レビューが実行されているかどうかを識別し、その結果を確認して、

シングル AZ またはマルチ AZ デプロイ方式のどちらを組織で採用するかが検討されたかを見極めま

す。 
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AWS Trusted Advisor 

お客様の評価をアシストするサードパーティ製のツールが数多く用意されています。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、およびトラフィックルーティングを完全に制御できるため、AWS 

内の資産の評価と監査に、社内で使われているほとんどのツールを使うことができます。 
 

AWS が提供する便利なツールは、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 は、お客様の AWS 環境の基本検査をいくつか実行し、コスト削減、システムパフォーマ

ンス向上、セキュリティギャップの封鎖につながる機会があれば、そのための推奨事項を提示します。

Trusted Advisor は現在、以下のセキュリティ関連の推奨事項をチェックします。 

 共通管理ポートへの外部アクセスが、アドレスの一部のサブセットだけに限定されていることを確認

する 

 共通データベースポートへの外部アクセスを確認する 

 AWS リソースへの内部アクセスを制限するように IAM が設定されていることを確認する 

 MFA が有効化され、ルート AWS アカウントが 2 要素認証されるようになっていることを確認する 
 

組織の監査プロセスおよび評価プロセスを向上させ、サポートできるように、このツールを利用して一部の監

査チェックリスト項目を実行することができます。 

  

http://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
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付録 A: 参考文献と詳細資料 

 
1. Amazon Web Services: Overview of Security Processes – 

http://media.amazonwebservices.com/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf  
2. Amazon Web Services Risk and Compliance Whitepaper – 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf  
3. Using Amazon Web Services for Disaster Recovery –  

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf  
4. Identity federation sample application for an Active Directory use case – 

http://aws.amazon.com/code/1288653099190193  
5. Single Sign-on with Windows ADFS to Amazon EC2 .NET Applications – 

http://aws.amazon.com/articles/3698?_encoding=UTF8&queryArg=searchQuery&x=20&y=25&fromSearch=1&s
earchPath=all&searchQuery=identity%20federation  

6. Authenticating Users of AWS Mobile Applications with a Token Vending Machine – 
http://aws.amazon.com/articles/4611615499399490?_encoding=UTF8&queryArg=searchQuery&fromSearch=1
&searchQuery=Token%20Vending%20machine  

7. Client-Side Data Encryption with the AWS SDK for Java and Amazon S3 – 
http://aws.amazon.com/articles/2850096021478074 

8. Amazon’s Corporate IT Deploys SharePoint 2010 to the Amazon Web Services Cloud – 
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_SharePoint_Deployment.pdf  

9. Amazon Web Services 適正利用規約 – http://aws.amazon.com/aup/ 
 

http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Disaster_Recovery.pdf
http://aws.amazon.com/code/1288653099190193
http://aws.amazon.com/articles/3698?_encoding=UTF8&queryArg=searchQuery&x=20&y=25&fromSearch=1&searchPath=all&searchQuery=identity%20federation
http://aws.amazon.com/articles/3698?_encoding=UTF8&queryArg=searchQuery&x=20&y=25&fromSearch=1&searchPath=all&searchQuery=identity%20federation
http://aws.amazon.com/articles/4611615499399490?_encoding=UTF8&queryArg=searchQuery&fromSearch=1&searchQuery=Token%20Vending%20machine
http://aws.amazon.com/articles/4611615499399490?_encoding=UTF8&queryArg=searchQuery&fromSearch=1&searchQuery=Token%20Vending%20machine
http://aws.amazon.com/articles/2850096021478074
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Amazon_SharePoint_Deployment.pdf
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。 
 

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ています。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。  
 

EBS: Amazon Elastic Block Store (EBS) は、Amazon EC2 インスタンスで使用するためのブロックレベルのストレー

ジボリュームを提供します。Amazon EBS ボリュームは、EC2 インスタンスの運用状況から独立した永続性を持

っています。 
 

FISMA: 2002 年施行の連邦情報セキュリティマネジメント法（Federal Information Security Management Act）。

米国標準技術局（NIST）は、FISMA を遵守して、国家安全保障システムを除くすべての機関の運用と資産に対

して適切な情報セキュリティを提供するための基準、ガイドライン、および関連する方法、技術の策定に責任

を持ちます。 
 

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、1 台のホストコンピュータ上で、複数のオペレーティングシス

テムを同時に稼動させることができるようにするものです。 
 

IAM: Identity and Access Management（IAM）は、お客様は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するものです。 
 

ISAE 3402: 国際保証業務基準書（International Standards for Assurance Engagements）第 3402 号（ISAE 3402）は

、保証業務に関する国際基準です。国際監査および保証基準審議会（ International Auditing and Assurance 

Standards Board/IAASB）によって制定されました。 IAASB は、国際会計士連盟（ International Federation of 

Accountants/IFAC）内にある基準を制定する審議会です。ISAE 3402 は、サービス組織についての保証レポート

で、世界的に新しく認められている基準です。 
 

ISO 27001: ISO／ IEC 27001 は、 International Organization for Standardization（ ISO）および  International 

Electrotechnical Commission（IEC）によって発行された Information Security Management System（ISMS）の基準

です。ISO 27001 では、明示的な管理統制下に情報セキュリティを取り入れるための管理システムを正式に規

定しています。正式の仕様になることは、特定の要件が必須になることを示します。そのため、組織が ISO／

IEC 27001 を採用したことを主張する場合、この基準への準拠について監査され、認定を受けることができま

す。 
 

オブジェクト: Amazon S3 に格納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

クトについて説明する、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。 
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PCI: Payment Card Industry Security Standards Council のことを指します。PCI は、American Express、Discover 

Financial Services、JCB、MasterCard Worldwide、および Visa International が創設した独立諮問機関であり、

Payment Card Industry Data Security Standard の継続的な発展の管理を目標としています。 
 

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（例えば EC2、S3、

VPC など）。 
 

サービスレベルアグリーメント（SLA）: サービスレベルアグリーメントは、サービス契約の一部であり、サー

ビスのレベルを正式が公式的に定義されています。SLA は、契約されている（サービスの）提供時間またはパ

フォーマンスを参照するために使用されます。 
 

SOC 1: Service Organization Controls 1（SOC 1）Type II レポートは、以前は Statement on Auditing Standards（SAS

）第 70 号、Service Organizations レポート（一般的に SSAE 16 レポートと呼ばれます）と呼ばれ、米国公認会

計士協会（American Institute of Certified Public Accountants/AICPA）が制定した幅広く認められている監査基準

です。この国際基準は、International Standards for Assurance Engagements 第 3402 号（ISAE 3402）と呼ばれてい

ます。 
 

SSAE 16: Statement on Standards for Attestation Engagements 第 16 号（SSAE 16）は、米国公認会計士協会（

American Institute of Certified Public Accountants/AICPA）の監査基準審議会（Auditing Standards Board/ASB）が発

行している証明基準です。この基準は、サービスをユーザー組織に提供する組織の統制についてレポートする

ためにサービス監査人が引き受ける業務に対応しています。このようなサービス組織の統制は、ユーザー組織

の財務報告に係る内部統制（internal control over financial reporting（ICFR）に関連する可能性が高くなります。

サービス監査人が 2011 年 6 月 15 日以降に完了したレポート期間については、SSAE 16 が Statement on Auditing 

Standards 第 70 号（SAS 70）の代わりに使用されるようになりました。 
 

仮想インスタンス: AMI が起動されると、結果的に生じる実行システムがインスタンスとして参照されます。

同一の AMI を基にするすべてのインスタンスは、完全に同じものとして開始しますが、インスタンスが終了

または失敗する場合、それらに関する情報は失われます。 
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